
 
 

 1

    平成19年５月14日 

上場会社名 ドリームバイザー・ドット・コム株式会社 

平成19年６月期  第3四半期財務・業績の概況（連結） 

（コード番号：3772東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.dreamvisor.com/ ）  ＴＥＬ：（03）6212 ― 5270    

問合せ先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 川崎 潮 

            責任者役職・氏名 専務取締役 ｱﾄﾞﾐﾆ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部部長 奥山 泰    
               
１． 四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 

② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無及びその内容 ： 有 

連結：（新規） １社  （除外） ― 社  持分法：（新規） ― 社  （除外） ―社 

④ 会計監査人の関与 ： 有 

四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」

の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

 
２．平成19年６月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年７月１日～平成19年３月31日） 

(1) 連結経営成績の進捗状況                             (単位：百万円未満切り捨て表示) 

 売 上 高 営業利益      経常利益      
四半期（当期） 
純  利  益 

 百万円       ％ 百万円       ％ 百万円       ％ 百万円       ％

19年６月期第3四半期 554    － 120    － 122    － 12    －

18年６月期第3四半期 ―    － ―    － ―    － ―    －

(参考)18年６月期 ―    － ―    － ―    － ―    －

 

 
１株当たり四半期
（ 当 期 ） 純 利 益

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり四半期（当期）
純 利 益

 円    銭 円    銭

19年６月期第3四半期 1,349    16 1,312  94 

18年６月期第3四半期 ―    － ―    － 

(参考)18年６月期 ―    － ―    － 

 (注) 当期は連結初年度であるため、平成18年６月期第３四半期及び平成18年6月期については、記載を省略しております。 

   
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第 3 四半期会計期間における市場環境は、好調な企業業績等を背景にした景気回復期待が継続し、日経平均株価が一時 2000

年以来の18,000円台を回復するなど、堅調な状況が続きました。 

一方で、個人投資家により密接な新興市場におきましては、いわゆるライブドアショック後の軟調な展開が継続しており、株価

指標面では依然として安値圏での推移となっております。個人の売買が低調に推移し、ネット証券各社の業績にも影響が出ている

模様です。 

このような状況下においても、当社は引き続きインターネット上で個人投資家向けに金融証券市場ニュース及び投資支援アプリ

ケーションを提供する金融情報企業としてのブランドを確立するために、営業活動とコンテンツ、アプリケーション機能の充実及

び事業の拡張への積極的取り組みを継続してまいりました。 

具体的には、決算、企業情報データベースの拡充を行うと共に、上場企業の企業情報を網羅的に紹介するオンライン・ガイドブ

ックである「銘柄ガイド」のサービス提供を本格的に開始しました。また、オンデマンド動画と投資教育のオリジナル・アニメー

ションを配信する新しいコンセプトの投資情報、投資教育の専門サイト「株式な人たち」を制作、提供を始めました。その一方、

株式会社コナミデジタルエンタテインメントが平成18年12月に発売の株式売買のシミレーションゲーム『株式売買トレーナー カ

ブトレ！』（ニンテンドーＤＳ用）へ当社ニュースを提供いたしました。 

平成19年１月には、株式会社日本證券新聞社を子会社化しました。これにより、事業拡大と総合的なファイナンシャル・メディ

アとしてのプレゼンスの確立が可能となり、当社と日本證券新聞社の業務提携により、当社の有する先進のIT技術やコンテンツの

活用をはじめ相互の媒体利用による宣伝強化など、速効性のあるビジネスシナジーを生かす事も可能となりました。 

平成19年3月には、当社ウエッブサイトを大幅にリニューアルすると共に、リアル株価自動更新サービスを新たに追加したこと

で、当社サービスの向上と品揃えの充実が実現いたしました。またその一方、日本證券新聞社においては、新聞内容の見直しを行

い、「経済、証券市場に真剣に向き合うプロフェッショナル・インベスター＆トレーダーのための」をコンセプトとして、誌面の大

幅なリニューアルも行ないました。 

このような結果、当第3四半期連結会計期間の売上高は、554,039千円、経常利益は、122,694千円、そして第3四半期純利益は、

12,618千円となりました。 

なお、当第3四半期より連結財務諸表を作成しておりますため、前年同期との比較は行っておりません。 
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(2) 連結財政状態の変動状況                             (単位：百万円未満切り捨て表示) 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 
１株当たり 
純 資 産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19年６月期第3四半期 1,208 1,001 82.9 107,251    94

18年６月期第3四半期 ― ― ― ―

(参考)18年６月期 ― ― ― ―

 注）１．期末発行済株式数（自己株式含む）  平成19年６月第3四半期   9,490株 

   ２．期末自己株式数     平成19年６月第3四半期    150株 

３．当期が連結初年度であるため、平成18年６月期第3四半期及び平成18年6月期については記載しておりません。 
 
 

(3)  連結キャッシュ・フローの状況                          (単位：百万円未満切り捨て表示) 

 
営業活動による          
キャッシュ・フロー 

投資活動による          
キャッシュ・フロー 

財務活動による          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月期第3四半期 △28 △148 △86 796 

18年６月期第3四半期 ― ― ― ― 

(参考)18年６月期 ― ― ― ― 

 注）当期が連結初年度であるため、平成18年６月期第3四半期及び平成18年6月期については記載しておりません。 
 
 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
※当第3四半期より連結財務諸表を作成しておりますため、前年同期との比較は行っておりません。 
 

当第3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、ネット証券会社を通じ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が引き続き堅調に推移したものの、法人税等の支払、貸付け、自己株式の取得、子

会社株式の取得による支出の結果、当第3四半期連結会計期間末には796,610千円となりました。 

当第3四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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いて営業活動の結果支出した資金は28,517千円となりました。これは主に、各プロェクトが堅調

に推移したことによる当第3四半期純利益92,031千円の計上に対して、減価償却費：14,286千円、のれん償却額：5,117千円及び

法人税等の支払額124,955千円があったこと等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いて投資活動の結果流出した資金は148,951千円でした。これは、主に短期貸付金による支出：

60,000 千円、子会社株式の取得による支出：15,191 千円、有形固定資産の取得による支出：29,711 千円、無形固定資産の取得に

よる支出：33,624千円があったこと等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いて財務活動の結果流出した資金は86,000千円となりました。これは、株式の発行による収入：

13,955千円に対して、自己株式の取得による支出：50,980千円、配当金の支払額：28,975千円及び短期借入金の返済による支出：

20,000千円があったことによるものであります。 
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３．平成19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日 ～ 平成19年６月30日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 836 88 △42 

（参考）１株当たり通期予想当期純利益（通期） △4,496円79銭 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
近の業績の動向等を踏まえ、平成19年5月14日付けの「平成19年6月期業績予想（連結・個別）及び平成20年6月期業績予

想（連結）の修正に関するお知らせ」において、平成18年12月18日に発表いたしました平成19年6月期（平成18年7月1日～

平成19年6月30日）の業績予想を修正いたしました。 
 

連結における前回予想に比べて、売上高の増加と経常利益及び当期純利益の減少の主な理由は、① 連結決算における子会社みな

し取得日の変更とそれに伴う子会社損益の取り込み期間の変更、② 子会社業績予想の見直しによる変更、の2点であります。 

①  につきましては、前回予想時においては平成19年3月31日をみなし取得日として、子会社の損益は平成19年4月から平成

19年6月までの3ヶ月間を連結に取り込むことで試算しておりました。しかしながら、第3四半期連結決算において会計

方針を見直した結果、みなし取得日を平成19年1月1日としたことにより、子会社の平成19年1月から平成19年6月までの

6ヶ月間の損益を連結することといたしました。この結果、売上高の増加と経常利益及び当期純利益の減少の影響が見

込まれております。 

なお、みなし取得日の変更に伴い、子会社の連結調整勘定の計算基準日も平成19年3月31日から平成19年1月1日へ変

更となっております。 

②  につきましては、前回予想時に比べて、子会社におけるリストラによるコスト削減は進んだものの売上高増に関する想

定が遅延していることから、子会社業績を保守的に見直したことによる影響が見込まれております。 

 

 

なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々

な要因によって、予想数値と異なる場合があります。 
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〔添付資料〕 

４．四半期連結財務諸表 

当期が連結初年度のため、前第3四半期及び前連結会計年度につきましては記載しておりません。 

(1)四半期連結貸借対照表 

  
当第3四半期連結会計期間末 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金   796,610

２ 売掛金   122,085

３ たな卸資産   6,892

４ その他   25,686

５ 貸倒引当金   △2,832

流動資産合計   948,442 78.5

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産  ※１  

(1) 建物及び構築物   36,487

(2) その他   17,066

有形固定資産合計   53,553 4.4

２ 無形固定資産   

(1) のれん   97,235

(2) その他   57,528

無形固定資産合計   154,764 12.8

３ 投資その他の資産   

１ その他   52,233

２ 貸倒引当金   △90

投資その他の資産合計   52,143 4.3

固定資産合計   260,461 21.5

資産合計   1,208,904 100.0
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当第3四半期連結会計期間末 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金   20,862

２ 未払法人税等   34,858

３ 返品調整引当金   3,956

４ 賞与引当金   14,334

５ その他   98,251

流動負債合計   172,263 14.2

Ⅱ 固定負債   

長期未払金   34,907

固定負債合計   34,907 2.9

負債合計   207,171 17.1

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金   603,827 50.0

２ 資本剰余金   388,002 32.1

３ 利益剰余金   60,883 5.0

４ 自己株式   △50,980 △4.2

株主資本合計   1,001,733 82.9

純資産合計   1,001,733 82.9

負債純資産合計   1,208,904 100.0
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(2)四半期連結損益計算書 

  
当第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   554,039 100.0

Ⅱ 売上原価     ※２  219,408 40.3

売上総利益   334,631 59.7

返品調整引当金戻入額   7,743

返品調整引当金繰入額   11,529

差引売上総利益   330,844

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１
※２

 210,557 38.9

営業利益   120,286 21.7

Ⅳ 営業外収益      

１ 受取利息  937 

２ その他 ※３ 1,520 2,458 0.4

Ⅴ 営業外費用      

１ 支払利息  3 

２ その他  46 50 0.0

経常利益   122,694 22.2

Ⅵ 特別利益       

１ 貸倒引当金戻入  2,859 2,859 0.5

Ⅶ 特別損失       

１ 固定資産除却損 ※４ 5,084 

２ 移転費用 ※５ 6,032 

３ 特別退職金  22,406 33,522 6.1

税金等調整前 
第3四半期純利益 

  92,031 14.6

法人税、住民税 
及び事業税   

 78,318 

法人税等調整額  1,094 79,412 14.3

第3四半期純利益   12,618 2.3
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(3)四半期連結株主資本等変動計算書 

 
当第3四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 
項目 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
純資産合計

平成18年６月30日 

残高(千円) 
596,850 381,025 187,602 ― 1,081,752 1,081,752

第3四半期連結会計 

期間の変動額 
  

新株の発行 6,977 6,977 13,955 13,955

剰余金の配当   △28,975 △28,975 △28,975

当第3四半期純利益   12,618 12,618 12,618

自己株式の取得   △50,980 △50,980 △50,980

株主資本以外の項

目の第3四半期連

結会計期間中の変

動額 

  ―

第3四半期連結会計期

間中の変動額合計(千

円) 

6,977 6,977 △126,719 △50,980 126,719 126,719

平成19年３月31日 

残高(千円) 
603,827 388,002 60,883 △50,980 1,001,733 1,001,733
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 (4)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前第3四半期純利益  92,031

減価償却費  14,286

のれん償却額  5,117

貸倒引当金の増加額  △260

退職給付引当金の増加  △2,706

受取利息  △937

支払利息  3

固定資産除却損  5,084

売上債権の増加額(△)又は減少額  13,999

たな卸資産の増加額(△)又は減少額  2,466

仕入債務の増加額又は減少額(△)  △5,996

その他資産の増加額(△)又は減少額  △4,190

その他負債の増加額又は減少額(△)  3,137

その他  △26,490

小計  95,544

利息及び配当金の受取額  1,711

利息の支払額  △818

法人税等の支払額  △124,955

営業活動によるキャッシュ・フロー  △28,517

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出  △29,711

有形固定資産の売却による収入  △1,505

無形固定資産の取得による支出  △33,624

子会社株式の取得による支出 ※２ △15,191

貸付けによる支出  △60,000

その他投資活動による支出  △10,452

その他投資活動による収入  1,533

投資活動によるキャッシュ・フロー  △148,951

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出  △20,000

株式の発行による収入  13,955

自己株式の取得による支出  △50,980

配当金の支払額  △28,975

財務活動によるキャッシュ・フロー  △86,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)  △263,469

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,060,080

Ⅵ 現金及び現金同等物の第3四半期末残高 ※１ 796,610
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(5)四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 

１社 

連結子会社の名称 

株式会社日本證券新聞社 

 

 株式会社日本証券新聞社の株式を

平成19年１月4日に取得し子会社とし

ており、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

ついては平成19年１月から３月の３

ヶ月間を連結しております。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 

  

３ 連結子会社の四半期決算日

（決算日）等に関する事項 

第3四半期連結決算日と一致してお

ります。 

  

４ 会計基準に関する事項 

（１）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

 ②たな卸資産 

ａ 商品 

  移動平均法による原価法 

ｂ 製品・仕掛品 

  個別法による原価法 

ｃ 貯蔵品 

  終仕入原価法 

 

（２）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

 

①有形固定資産 

 定額法によっております。 

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物 8～39年

工具、器具及び備品 2～10年

 取得価額10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、3年間

均等償却によっております。 

 なお、連結子会社は少額減価償却

を行っておりません。 

 ②無形固定資産 

 自社利用ソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

(3年)に基づく定額法によっており

ます。 

  

（３）重要な繰延資産の処理方法 ①株式交付費 

支出時に全額費用としております。

  

（４）重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、当社及び連結子会社は一般債権

については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 
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 ②返品調整引当金 

 製品の返品に伴う損失に備えるた

め、連結子会社は、返品の実績率によ

り損失見込額を計上しております。

 

③賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、連結子会社は、支

給見込額に基づき当四半期連結会計

期間に見合う分を計上しておりま

す。 

 

（５）重要なリース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

 

（６）その他四半期連結財務諸表

作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。 

 

５ 連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

 

連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっており

ます。 

 

６ のれん及び負ののれんの償却

に関する事項 

のれんの償却については、５年間の

定額法により償却を行っておりま

す。 

 

７ 四半期連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の範囲 

 四半期連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 
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（6）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

 (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19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       12,625千円 

 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

   主要なものは次のとおりであります。 
給与 34,4

役員 33,9

新聞 32,7

支払 20,8

のれ 5,11

賞与 981 

諸手当・賞与 51 千円 

報酬 09 千円 

輸送費 32 千円 

手数料 99 千円 

ん償却額 7 千円 

引当金繰入額 千円 

  

※２ 減価償却実施額 

有形 2,92

無形 11,3

固定資産 6 千円 

固定資産 59 千円 

  

※３ 営業外収益の雑収入のうち主要なものは次

のとおりであります。 

支社 1,46移転に伴う補償金 7 千円 

 なお、上記は㈱日本証券新聞社名古屋支社

の移転に伴う補償金であります。 

  

※ ４ 固定資産除却損の詳細は次の通りであり

ます。 

建 2,

工 402

ソ 1,

計 5,

物付属設備にかかる除却 879千円 

具器具備品にかかる除却 千円 

フトウェアにかかる除却 801千円 

 084千円 

  

※５ 「移転費用」は連結子会社である（株）日

本證券新聞社の本社移転費用であります。 
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

当第3四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当第3四半期連結会計期間末

普通株式（株） 9,347 143 ― 9,490 

(注) 当第3四半期連結会計期間の増加は、新株引受権及び新株予約権の行使によるものであります。 

 

２．自己株式に関する事項 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当第3四半期連結会計期間末

普通株式（株） ― 150 ― 150 

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

取締役会決議（平成18年8月11日）にもとづく自己株式の市場買付による増加 150株 

 
３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

内訳 
目的となる 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第３四半期 

連結会計期間末 

当第３四半期連結

会計期間末残高 

（千円） 

平成13年新株引受権 普通株式 300 ― 100 200 ―

平成15年新株予約権 普通株式 60 ― 10 50 ―

平成16年新株予約権 普通株式 117 ― 43 74 ―

合 計 477 ― 153 324 ―

(注)   １．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２．目的となる株式の数の変動事由の概要 

平成13年新株引受権の減少は、新株引受権の行使によるものであります。 

平成15年新株予約権の減少は、新株予約権の権利行使及び従業員の退職に伴う権利の喪失によるものであります。 

平成16年新株予約権の減少は、新株予約権の権利行使及び従業員の退職に伴う権利の喪失によるものであります。 

 
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株あたり配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成18年９月27日 

定時株主総会 
普通株式 28,975 3,100 平成18年６月30日 平成18年９月28日 

 
(2) 基準日が当第3四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌第3四半期会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の第3四半期連結会計期

間末残高と第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19年３月31日現在) 

 

現金及び預金勘定 

796,610

 

千円 

現金及び現金同等物 

796,610

 

千円 
 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに株式会社日本證券新

聞社を連結したことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに株式会社日本證券新聞社株

式の取得価額と株式会社日本證券新聞社取得の

ための支出（純額）との関係は次のとおりであり

ます。 

流動資産 195,502 千円 

固定資産 26,913 千円 

のれん 102,353 千円 

流動負債 △193,125 千円 

固定負債 △43,183 千円 

㈱日本證券新聞社株式

の取得価額 

 

88,460 千円 

㈱日本證券新聞社 

現金及び現金同等物 △73,269 千円 

差引：㈱日本證券新聞

社取得のための支出 15,191 千円 
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(リース取引関係) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却類型相

当額及び第3四半期末残高相当額 

取得価格 
相 当 額
（千円） 
 

減価償却
累 計 額
（千円）

第3四半
期末残高
相 当 額
（千円） 

有形固定資産 

（工具、器具及び備品）
29,983 12,551 17,432 

無形固定資産 

（ソフトウェア） 
34,170 29,044 5,125 

合計 64,153 41,596 22,557 

（注）未経過リース料第3四半期末残高相当額は、

未経過リース料第3四半期末残高が未経過リ

ース料第3四半期末残高及び有形固定資産等

の第3四半期末残高に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算出しておりま

す。 

 

２ 未経過リース料第3四半期末残高相当額 

１年内 11,295千円 

１年超 11,262千円 

合計 22,557千円 

（注）未経過リース料第3四半期末残高相当額は、

未経過リース料第3四半期末残高が未経過リ

ース料第3四半期末残高及び有形固定資産等

の第3四半期末残高に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算出しておりま

す。 

 

３ 支払リース料及び減価償却額相当額 

支払リース料 3,251千円 

減価償却費相当額 3,251千円 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 
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 (有価証券関係) 

当第3四半期連結会計期間末  (平成19年３月31日現在) 

時価評価されていない主な有価証券 

区分 
四半期連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 1,286

計 1,286

 

 

 (デリバティブ取引関係) 

当第3四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

(ストックオプション等関係） 

当第3四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

 

(企業結合等関係） 

当第3四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

１．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18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

 

金融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) 

その他 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

(1)売上高 400,795 144,237 9,006 554,039 ― 554,039

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 400,795 144,237 9,006 554,039 ― 554,039

営業費用 212,373 208,367 13,011 433,753 ― 433,753

営業利益又は営業損失（△） 188,421 △64,130 △4,004 120,286 ― 120,286

 （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．各区分の主な製品 

（1）金融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……連結会社の主力製品である、株価や出来高等の市場データと検索エンジンや

チャートなどを組み合わせて、投資を行う際のサポートなるソフトウェア

（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）。 

（2）新聞及び広告事業…………………連結子会社の主力事業である、新聞販売、新聞紙面の広告及びインターネッ

ト広告 

（3） その他………………………………連結会社における投資教育アニメーションの提供及び投資信託における投

資評価の情報提供、連結子会社における証券・投資に関する書籍の出版及

び投資セミナー等のイベント 

 

２．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18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結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。 

 

３．海外売上高 

当第3四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19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。 

 

 

(関連当事者との取引) 

当第3四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 



 
 

 17

(１株当たり情報) 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 107,251円94銭 

１株当たり第3四半期純利益 1,349円16銭 

潜在株式調整後 

１株当たり第3四半期純利益 
1,312円94銭 

 

 

(注)１株当たり第3四半期純利益の算定上の基礎 

 

 

項目 

当第3四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日) 

１株当たり第3四半期純利益 

第3四半期純利益 12,618千円

普通株主に帰属しない金額 ― 千円

普通株主に係る第3四半期純利益 12,618千円

 

普通株式の期中平均株式数 9,353株

 

潜在株式調整後１株当たり 

第3四半期純利益 

第3四半期純利益調整額 ― 千円

普通株式増加数 258株

(うち新株予約権等) (258株)

 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり四半期純利益算定に

含めなかった潜在株式の概要 

(注) １ 

(注) ２ 

(注) ３ 

(注)潜在株式の種類 

１．第3回新株引受権付社債 

第3回新株引受権付社債の新株引受権は、旧商法に基づく成功報酬型ワラントであります。 

項目 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日) 

株主総会決議日 平成13年８月16日

新株引受権の残高 15,000千円

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

200株新株予約権の目的となる株式の数 

発行価格 75,000円

資本組入額 37,500円

自    平成13年９月１日

至    平成20年８月31日
新株予約権の権利行使期間 
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 ２．第1回新株予約権 

項目 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日) 

株主総会決議日 平成14年９月26日 

新株予約権の残高 50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 50株 

発行価格 75,000円 

資本組入額 37,500円 

新株予約権の権利行使期間 

自    平成17年９月13日 

至    平成19年12月31日 

 

※なお、平成14年９月26日の

第３回定時株主総会において

特別決議された後、実際のス

トックオプション付与に当た

り、新株予約権の行使期間は、

平成17年９月13日から平成17

年９月13日から平成19年12月

31日までに変更しておりま

す。 

 

 ３．第2回新株予約権 

項目 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日) 

株主総会決議日 平成16年11月19日 

新株予約権の残高 74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 74株 

発行価格 160,000円 

資本組入額 80,000円 

新株予約権の権利行使期間 
自    平成18年12月31日 

至    平成26年５月31日 

 

 

 (重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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    平成19年５月14日 

上場会社名 ドリームバイザー・ドット・コム株式会社 

平成19年６月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 

（コード番号：3772東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.dreamvisor.com/ ）  ＴＥＬ：（03）6212 ― 5270    

問合せ先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 川崎 潮 

            責任者役職・氏名 専務取締役 ｱﾄﾞﾐﾆ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部部長 奥山 泰    
               
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 

② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の

別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。
 
２．平成19年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年７月１日～平成19年３月31日） 

(1) 経営成績の進捗状況                               (単位：百万円未満切り捨て表示) 

 売 上 高 営業利益      経常利益      
四半期（当期） 
純  利  益 

 百万円       ％ 百万円       ％ 百万円       ％ 百万円       ％

19年６月期第３四半期 402   25.7 190   34.4 191    36.2 112     43.2

18年６月期第３四半期 320   49.9 141   59.5 140    60.2 78   △14.0

(参考)18年６月期 448   48.2 202   41.6 201   65.2 114    2.6

 

 
１株当たり四半期
（ 当 期 ） 純 利 益

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり四半期（当期）
純 利 益

 円    銭 円    銭

19年６月期第３四半期 12,049    76 11,726    29 

18年６月期第３四半期 8,464    38 8,066    23 

(参考)18年６月期 12,299   30 11,735   43 

 (注)①売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
   
(2) 財政状態の変動状況                            (単位：百万円未満切り捨て表示) 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19年６月期第３四半期 1,189 1,128 94.9 120,819   37

18年６月期第３四半期 1,128 1,043 92.4 112,070    71

(参考)18年６月期 1,183     1,081     91.4   115,732    56

 
３．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日 ～ 平成19年６月30日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通     期 540 225 125 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 13,383円30銭 

※ 近の業績の動向等を踏まえ、平成19年5月14日付けの「平成19年6月期業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」

において、平成19年2月13日に発表いたしました平成19年6月期（平成18年7月1日～平成19年6月30日）の業績予想

を修正いたしました。修正の主な理由は、平成19年3月からリアル株価自動更新サービスを開始したことや外国為替関連のサ

ービスが好調なこともあり、金融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が堅調に推移していることから売上

増が見込まれることによります。 

 
４．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年６月期 － 3,100 3,100 

19年６月期（実績） － － － 

19年６月期（予想） － － － 

※ 平成19年６月期(予想)の１株当たり配当金につきましては、決定しだい開示させて頂きます。 

※上記の予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要

因によって、予想数値と異なる場合があります。 
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〔添付資料〕 

（１）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   1,001,786 772,096  1,060,080

２ 売掛金   33,444 43,137  33,094

３ 繰延税金資産   5,778 2,731  6,444

４ 関係会社短期貸付金   ― 160,000  ―

５ その他   6,693 13,741  5,985

流動資産合計   1,047,703 92.8 991,707 83.4  1,105,605 93.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産  ※１   

(1) 建物   21,630 22,512  21,468

(2) 器具及び備品   5,947 13,227  5,671

(3) 土地   ― 354
 
 

―

有形固定資産合計   27,578 2.4 36,095 3.0  27,140 2.3

２ 無形固定資産    

ソフトウェア   23,987 33,684  21,736

無形固定資産合計   23,987 2.1 33,684 2.8  21,736 1.8

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   1,204 1,204  1,204

(2) 関係会社株式   ― 88,460  ―

(3) 敷金保証金   23,551 26,723  23,551

(4) その他   4,437 11,311  4,400

投資その他の資産 
合計 

  29,192 2.6 127,700 10.8  29,155 2.5

固定資産合計   80,759 7.2 197,479 16.6  78,032 6.6

資産合計   1,128,462 100.0 1,189,187 100.0  1,183,638 100.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 未払費用   7,835 14,528  9,703

２ 未払法人税等   59,308 33,774  82,555

３ 未払消費税等 ※２  3,866 6,724  5,863

４ 前受金   2,244 2,314  2,314

５ その他   12,166 3,393  1,449

流動負債合計   85,420 7.6 60,734 5.1  101,886 8.6

負債合計   85,420 7.6 60,734 5.1  101,886 8.6

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   595,350 52.8 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金   379,525 ― ―  ― ―

資本剰余金合計   379,525 33.6 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 第３四半期未処分利益   68,167 ― ―  ― ―

利益剰余金合計   68,167 6.0 ― ―  ― ―

資本合計   1,043,042 92.4 ― ―  ― ―

負債・資本合計   1,128,462 100.0 ― ―  ― ―

(純資産の部)    ― ― 

Ⅰ 株主資本   ― ―  ― ― 

１ 資本金   ― ― 603,827 50.8  596,850 50.4

２ 資本剰余金    

 (１)資本準備金   ― ― 388,002 32.6  381,025 32.2

  資本剰余金合計   ― ― 388,002 32.6  381,025 32.2

３ 利益剰余金    

(１)利益準備金   ― ― 2,897 0.3  ― ― 

(２)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金   ― ― 184,705 15.5  103,877 8.8

利益剰余金合計   ― ― 187,602 15.8  103,877 8.8

自己株式合計   ― △50,980 △4.3  ― 

株主資本合計   ― ― 1,128,452 94.9  1,081,752 91.4

純資産合計   ― ― 1,128,452 94.9  1,081,752 91.4

負債純資産合計   ― ― 1,189,187 100.0  1,183,638 100.0
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（２）四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 
 至 平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   320,359 100.0 402,612 100.0  448,110 100.0

Ⅱ 売上原価     ※１  86,827 27.1 120,561 29.9  125,913 28.1

売上総利益   233,531 72.9 282,051 70.1  322,197 71.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  91,992 28.7 91,812 22.8  119,708 26.7

営業利益   141,539 44.2 190,239 47.3  202,488 45.2

Ⅳ 営業外収益       

 １ 受取利息  7 1,706 7 

 ２ 雑収入  11 19 0.0 24 1,731 0.4 11 19 0.0

Ⅴ 営業外費用       

 １ 新株発行費  594 ― 605 

 ２ 株式交付費  ― 594 0.2 46 46 0.0 ― 605 0.1

経常利益   140,963 44.0 191,924 47.7  201,902 45.1

Ⅵ 特別利益       ― ―  ―

Ⅶ 特別損失      4,886 4,886 1.5 ― 4,886 4,886 1.1

税金等調整前 
第３四半期(当期) 
純利益 

  136,076 42.5 191,924 47.7  197,015 44.0

法人税、住民税 
及び事業税   

 61,081 78,128 86,976 

法人税等調整額  △3,715 57,366 17.9 △1,094 79,222 19.7 △4,381 82,594 18.5

第３四半期(当期) 
純利益 

  78,710 24.6 112,701 28.0  114,420 25.5

前期繰越損失   10,543 ―  ―

第３四半期未処分利益   68,167 ―  ―
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(3)四半期株主資本等変動計算書 

 
当第３四半期会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金
項目 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金

合計 
利益準備金 

繰越 

利益剰余金

利益剰余金

合計 

自己株式 

合計 

株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成18年 

６月30日残高 

(千円) 

596,850 381,025 381,025 ― 103,877 103,877 ― 1,081,752 1,081,752

第３四半期会計

期間の変動額 
   

新株の発行 6,977 6,977 6,977  13,955 13,955

剰余金の配当   2,897 △31,873 △28,975  △28,975 △28,975

当第３四半期 

純利益 
  112,701 112,701  112,701 112,701

自己株式の 

取得 
  △50,980 △50,980 △50,980

第３四半期会計

期間中の変動額

合計(千円) 

6,977 6,977 6,977 2,897 80,828 83,725 △50,980 46,700 46,700

平成19年 

３月31日残高 

(千円) 

603,827 388,002 388,002 2,897 184,705 187,602 △50,980 1,128,452 1,128,452

 

 
前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 
項目 

資本金 
資本準備金 資本剰余金合計

繰越 

利益剰余金 

利益剰余金合計

株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成17年 

６月30日残高 

(千円) 

593,475 377,650 377,650 △10,543 △10,543 960,581 960,581

事業年度中の 

変動額(千円) 
  

新株の発行 3,375 3,375 3,375 6,750 6,750

当期純利益  114,420 114,420 114,420 114,420

事業年度中の 

変動額合計 

(千円) 

3,375 3,375 3,375 114,420 114,420 121,170 121,170

平成18年 

６月30日残高 

(千円) 

596,850 381,025 381,025 103,877 103,877 1,081,752 1,081,752
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（４）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 当第3四半期会計期間より連結財務諸表を作成しているため、当第3四半期会計期間については、四半期連結財務諸表において

記載しております。 

 

  
前第３四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度の 

要約キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第３四半期(当期)純利益  136,076 197,015 

減価償却費  4,116 6,979 

受取利息  △7 △7 

有形固定資産除却損  4,886 4,886 

売上債権の増加額(△)又は減少額  △11,568 △11,218 

前払費用の増加額(△)又は減少額  △4,001 △3,316 

未収入金の増加額(△)又は減少額  ― 648 

未払金の増加額又は減少額(△)  10,323 △564 

未払費用の増加額又は減少額(△)  △2,628 △760 

未払消費税等の増加額又は減少額(△)  △1,598 399 

その他流動資産の増加額(△)又は減少額  1,178 553 

その他流動負債の増加額又は減少額(△)  246 1,016 

その他  △2,187 △2,150 

小計  134,836 193,481 

利息の受取額  7 7 

法人税等の支払額  △17,610 △20,787 

営業活動によるキャッシュ・フロー  117,233 172,701 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △27,251 △27,425 

無形固定資産の取得による支出  △26,883 △26,883 

敷金保証金の払込による支出  △23,306 △23,306 

敷金保証金の回収による収入  3,255 3,255 

その他投資活動による支出  △4,500 △4,500 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △78,686 △78,860 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入  3,750 6,750 

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,750 6,750 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  42,297 100,591 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  959,489 959,489 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

第３四半期末(期末)残高 
※ 1,001,786 1,060,080 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日)  

１ 資産の評価基準及び評価方法 (1)有価証券 

子会社株式 

 

 

その他有価証券 

 時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法 

 

(1)有価証券 

子会社株式 

移動平均法に基づく原価法 

 

その他有価証券 

 時価のないもの 

            同左 

 

(1)有価証券 

子会社株式 

 

 

その他有価証券 

  時価のないもの 

同左 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 

 定額法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物 8～18年

器具及び備品 

 

4～10年

 なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、3

年間均等償却によっております。 

  

(1)有形固定資産 

 定額法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物 8～39年

器具及び備品 

 

4～10年

 なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、3

年間均等償却によっております。 

(1)有形固定資産 

 定額法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物 8～18年

器具及び備品 

 

4～10年

 なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、3

年間均等償却によっております。 

 (2)無形固定資産 

 自社利用ソフトウェアについては、

社内における見込利用可能期間(3年)

に基づく定額法によっております。 

  

(2)無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方法  

 
 

株式交付費 

支出時に全額費用としております。

  

 

 
 

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。な

お、当第３四半期会計期間は一般債権

についての貸倒実績がなく、また、貸

倒懸念債権等特定の債権については

回収不能見込額がないため、貸倒引当

金を計上しておりません。 

  

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。なお、当事業年度は一般債権

についての貸倒実績がなく、また、

貸倒懸念債権等特定の債権について

は回収不能見込額がないため、貸倒

引当金を計上しておりません。 

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

  

同左 同左 

６ 四半期キャッシュ・フロー計算

書（キャッシュ・フロー計算書）

における資金の範囲 

 四半期キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

  

同左  キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっ

ております。 

７ その他四半期財務諸表(財務諸

表)作成のための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理  

 消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。 

  

同左 同左 
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会計方針の変更 

 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

  

  
 

  

  
 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基

準等の一部改正)  

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 17

年12月９日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計適用指針第８号)並びに改正後の「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 終改正平成17年12月27日

企業会計基準第１号)及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 終改正平成17年12月27日 企

業会計基準適用指針第２号) を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、

純資産の部と同額であります。 
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表示方法の変更 

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日) 

（四半期損益計算書） 

繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い 

当第3四半期会計期間より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実務対応報告第19

号）を適用しております。これに伴い、従来の新株発行費を株式交付

費として表示しております。 
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注記事項 

 

 (四半期貸借対照表関係) 

前第３四半期会計期間末 

(平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年３月31日) 

前事業年度末 

(平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       6,082千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       8,758千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       6,694千円 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう

え、未払消費税等として表示しております。 

 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

 

 
 

 

(四半期損益計算書関係) 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産   1,092千円 

 無形固定資産   3,023千円 
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産  2,064千円 

無形固定資産  8,167千円 
 

※１ 減価償却実施額 

 有形固定資産    1,704千円 

 無形固定資産   5,274千円 
 

 

 

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当第３四半期会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

 

１．自己株式に関する事項 

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当第３四半期会計期間末

普通株式（株） ― 150 ― 150 

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

取締役会決議（平成18年8月11日）にもとづく自己株式の市場買付による増加 150株 
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前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

 

１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 9,257 90 ― 9,347 

(注)当期の増加は、新株引受権及び新株予約権の行使によるものであります。 

 
２．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株あたり配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成18年９月27日 

定時株主総会 
普通株式 ― ― ― ― 

 
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 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 

平成18年９月27日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 28,975 3,100 平成18年６月30日 平成18年９月28日
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日) 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と第

３四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

(平成18年３月31日現在) 

 

現金及び預金 

1,001,786

 

千円 

現金及び 

現金同等物 
1,001,786

 

千円 
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成18年６月30日現在)

 

現金及び預金 

10,060,080

 

千円 

現金及び 

現金同等物 
10,060,080

 

千円 
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(リース取引関係) 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引に係

る注記内容の重要性が乏しく、契約１件あたりの

金額が少額なリ－ス取引のため中間財務諸表等

規則第５条の３の規定により記載を省略してお

ります。 

同左  リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引に係る注

記内容の重要性が乏しく、契約１件あたりの金額が

少額なリ－ス取引のため財務諸表等規則第８条の

６第６項の規定により記載を省略しております。 

 

 

 

 (有価証券関係) 

  前第３四半期会計期間末  (平成18年３月31日現在) 

時価評価されていない主な有価証券 

区分 
四半期貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 1,204

計 1,204

 

当第３四半期会計期間末  (平成19年３月31日現在) 

時価評価されていない主な有価証券 

区分 
四半期貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 1,204

計 1,204

 

  前事業年度末  (平成18年６月30日現在) 

時価評価されていない主な有価証券 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 1,204

計 1,204
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 (デリバティブ取引関係) 

前第３四半期会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成18年３月31日) 

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

 (持分法損益等) 

前第３四半期会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は関連会社がありませんので、持分法を適用しておりません。 

 

前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

当社は関連会社がありませんので、持分法を適用しておりません。 
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(１株当たり情報) 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日) 

１株当たり純資産額 112,070円71銭 

１株当たり第３四半期純利益 8,464円38銭 

潜在株式調整後 

１ 株当たり第３四半期純利益 
8,066円23銭 

１株当たり純資産額 120,819円37銭

１株当たり第３四半期純利益 12,049円76銭

潜在株式調整後 

１株当たり第３四半期純利益 
11,726円29銭

 

１株当たり純資産額 115,732円56銭

１株当たり当期純利益 12,299円30銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
11,735円43銭

  

 

(注)１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上の基礎 

項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日) 

１株当たり第３四半期(当期)純利益 

第３四半期(当期)純利益 78,710千円 112,701千円 114,420千円

普通株主に帰属しない金額 ― 千円 ― 千円 ― 千円

普通株式に係る第３四半期 

(当期)純利益 
78,710千円 112,701千円 114,420千円

普通株式の期中平均株式数 9,299株 9,353 9,303株

 

潜在株式調整後１株当たり 

第３四半期(当期)純利益 

第３四半期(当期)純利益調整額 － － － 

普通株式増加数 459株 258株 447株 

(うち新株予約権等) (459株) (258株) (447株)

 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり第３四半期(当期)純

利益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 
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 (重要な後発事象) 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年７月１日 

 至 平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

当社は、平成18年９月27日開催の定時株主総会

において、取締役及び監査役のストックオプション

報酬額の設定及びストックオプションとして当社

の取締役及び監査役に対し、新株予約権を発行する

こと、及び、会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づき、ストックオプションとして当社

の従業員及び顧問に対し、新株予約権を発行するこ

とを決議しました。 

この内容は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式

等の状況 (7) ストックオプション制度の内容」

に記載のとおりであります。 
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