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平成21年３月期  第１四半期決算短信 

平成20年７月25日 

上 場 会 社 名株式会社ドリームインキュベータ 上場取引所 東証一部 

コ ー ド 番 号4310 ＵＲＬ http://www.dreamincubator.co.jp           

代 表 者 (役職名)代表取締役会長（氏名)堀  紘一 

問合せ先責任者 (役職名)経営管理本部長（氏名)伊藤 光茂 TEL(03)5773－8700 

四半期報告書提出予定日  平成20年８月14日  

 (百万円未満切捨て)

 

1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日） 

 (1) 連結経営成績(累計) 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 843 － 103 － 132 － 131 － 

 20年３月期第１四半期 － －  － － － － － － 

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭

 21年３月期第１四半期 1,377 11 1,371 00 

 20年３月期第１四半期 － － － － 

 

 (2) 連結財政状態 
 

 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

21年３月期第１四半期 10,091 9,628 95.4 100,904 15

20年３月期 10,092 9,048 89.6 94,847 77

 (参考) 自己資本  21年３月期第１四半期 9,624百万円  20年３月期 9,046百万円 

 

2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

20年３月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

21年３月期 0 00 ―― ―― ―― 0 00 

21年３月期(予想) ―― 0 00 0 00 0 00 0 00 

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 当社グループの事業は、コンサルティング事業と営業投資事業から構成されておりますが、創業以来、営

業投資事業への取り組みウェイトを高めてきており、損益に与える影響も拡大しております。コンサルティ

ング事業の業績は安定性が高い一方、営業投資事業については売上高が株式市場における株式売却によって

もたらされることから、株式市況やIPO動向に伴って振幅いたします。従いまして、現状において業績予想を

合理的に行うことが困難であるため、開示を控えさせていただいております。 

 なお、現時点で将来の業績を予想するのに有用と思われる情報を5頁【定性的情報・財務諸表等】３．連結

業績予想に関する定性的情報に記載しておりますので、ご参照ください。 

 

Ito Mitsushige
財務会計基準機構マーク
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4. その他  

 (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無 
 (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用   ： 無 
 (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 
  ① 会計基準等の改正に伴う変更    ： 有 
  ② ①以外の変更           ： 無 
   （注）詳細は5頁【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 
 (4) 発行済株式数（普通株式） 
  ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年３月期第１四半期  95,379株  20年３月期       95,379株 
  ② 期末自己株式数  21年３月期第１四半期   － 株  20年３月期         － 株 
  ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間)  21年３月期第１四半期  95,379株  20年３月期第１四半期  96,489株 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期においても新興市場の株式市況は依然として低迷しており、また IPO 市況も、審査の厳

格化・長期化により新規株式公開社数の減少傾向は止まらず、当社をとりまく経営環境は引き続き厳し

い状況が継続いたしました。 

このような経営環境の中、当社グループは安定収益であるコンサルティングサービスを着実に提供し

ながら、株式市況の影響を抑制すべく、保有する上場株式を積極的に売却するほか、未上場企業の有価

証券につきましても株式公開までの期間が長期にわたると判断される銘柄は一部売却いたしました。 

以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高843,592千円、営業利益103,791千円、経常利益132,277

千円、当四半期純利益131,347千円となりました。 

なお、当社グループは前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較は

しておりません。 

 

（１）コンサルティングサービス売上高 

大企業向けコンサルティングサービスにつきましては、大型プロジェクトの受注等により受注残高は

堅調に積み上がっているものの、長期間にわたるプロジェクトが多いため、当第１四半期に計上した売

上高は244,200千円にとどまっております。 

また、ベンチャー向けコンサルティングサービスにつきましても、新株予約権を対価とするサービス

の提供を中心に実施していることから、当四半期に計上した売上高は小さいものの（19,392千円）、プロ

ジェクト数や支援社数は順調に推移いたしました。 

 

（２）営業投資売上高 

当四半期における営業投資売上高は 579,999 千円であり、その内訳は、上場有価証券の売却額

241,387千円、未上場有価証券の売却額328,940千円、受取配当金の受取額9,671千円であります。  

なお、当四半期における営業投資有価証券の減損／引当金額の合計は41,902千円（減損金額70,402

千円、投資損失引当金戻入額28,500千円）であります。 

 

第８期 

第１四半期累計期間（注） 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

第９期 

第１四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日) 
区分 

金額(千円) 
構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

コンサルティングサービス売上高 356,904 71.9 263,592 31.2

 大企業 338,975 68.3 244,200 28.9

 ベンチャービジネス 17,929 3.6 19,392 2.3

営業投資売上高 139,655 28.1 579,999 68.8

合 計 496,560 100.0 843,592 100.0

（注）当社は前期末より連結財務諸表を作成しております。第８期第１四半期累計期間の数値につきましては、参考資

料として個別の決算数値を記載しております。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）連結貸借対照表 

当四半期末における資産は10,091,121千円（前期末比1,186千円減）、負債は462,266千円（同581,159

千円減）、純資産は9,628,855千円（同579,972千円増）となっております。前期末比での増減の主な理

由は以下の２点であります。 

① 資産及び負債の減少（短期借入金返済） 
保有する営業投資有価証券の積極的な売却や余剰資金の運用目的で保有する有価証券の償還によ

って得た資金を短期借入金550,000千円の返済に充当し、流動資産及び流動負債がそれぞれ同額減少

しております。 

② 資産及び純資産の増加（有価証券の評価額増加） 
当四半期末における株式相場等が前期末と比較して若干回復したことに伴い、保有する有価証券の

時価評価額が432,585千円増加し、資産及び純資産がそれぞれ同額増加しております。 

 

（２）連結キャッシュ・フロー計算書 

当四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前期末と比較して131,179千円増加し、1,466,591

千円となりました。これを活動別に記載しますと、以下の通りであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、421,765千円の増加となりました。これは主に、保有する営

業投資有価証券を積極的に売却する一方で（収入の増加）、営業投資活動を慎重に行ったため（支出の

減少）、営業投資有価証券が346,988千円減少し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・フローは244,867千円の増加となりました。これは主に、余剰資金運用

目的で保有する有価証券（社債）の償還による収入200,000千円によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは550,249千円の減少となりました。これは営業活動及び投資活

動によって得た資金を短期借入金550,000千円の返済に充当したためであります。 

 

（３）営業投資実行高及び投資残高 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日至 平成20年３月31日
 ) 

第９期 

第１四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日至 平成20年６月30日
 ) 

投資実行高 期末投資残高 投資実行高 期末投資残高 

 

期別  
 
 
証券種類 

金額 会社数 金額 会社数 金額 会社数 金額 会社数

株式 
千円 

2,436,693 

社 

24 

千円

6,173,706

社

66

千円

－

社 

－ 

千円

5,913,445

社

61

新株予約権等 － 9 0 31 － 1 0 29

合計 2,436,693 29 6,173,706 79 － 1 5,913,445 73

(注) １ 新株予約権は、当社コンサルティングサービスの対価として発行会社から無償で取得している

場合がありますが、上表においては、その際の金額をゼロとし会社数のみを記載しております。 

   ２ 株式、新株予約権等を重複して投資を行っている会社があります。 

   ３ 時価のあるものについては、取得原価を記載しております。 

   ４ 上表には余剰資金の運用目的の有価証券及び投資有価証券は含まれておりません。 

   ５ 当社は、未公開時点では投資をしていなかったPost-IPO企業の株式をIPO後に取得する場合があ

りますが、上表には当該投資金額及び会社数は含まれておりません。 

６ 事業年度末において保有している新株予約権等を全て行使した場合の株式取得価額の総額は、以

下の通りであります。 

前事業年度 当第１四半期累計期間 

879,280千円 879,180千円 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

（１）コンサルティング事業 

当第１四半期におけるコンサルティングサービス売上高の通期見込みに対する進捗率はやや低い値となって

おります。 
しかしながら、当第１四半期末における受注残高や、既存クライアントの旺盛な需要、組織改革や新規事業戦

略に対する新規顧客からの引き合い等を勘案すると、通期では前連結会計年度程度（14億円～15億円程度）の
売上高を見込んでおります。 
 

（２）営業投資事業 

 一方、営業投資事業につきましては、営業投資有価証券の積極的な売却により当第１四半期において

579,999 千円の売上高を計上したものの、依然として厳しい国内 IPO 環境や、新興市場の株式市況の回復

が不透明であることから、引き続き業績の見通しを立てにくい状況にあると認識しております。 

 

以上から、現状において業績予想を合理的に行うことが困難であるため、業績予想につきましては開示

を控えさせていただいております。 

なお、2008年6月末時点の当社グループのベンチャー投資先の状況は、既に上場済みの投資先が4社（簿

価14億円）、2年以内のIPOに向けて準備を進めている投資先が7社（同9億円）、2～4年以内が21社（同

18億円）、4年超が41社（同18億円）となっております（注）。 

 
（注）上記に記載のベンチャー投資先のステージ別の社数及び金額は、現時点で入手可能な情報に基づき当社経営者が判断

したものであります。予想には様々な不確実要素が内在しており、実際のIPO時期は、各投資先の業績や市況・IPO動向、

またそれらを踏まえた上での投資先経営者の判断により予想と異なる場合がございます。 

 
 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の移動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

  該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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５．四半期連結財務諸表 

（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）    

 当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)   

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日)  

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,466,591 1,335,412

売掛金 171,791 188,980

営業投資有価証券 6,988,660 6,958,231

投資損失引当金 △71,741 △100,241

有価証券 529,870 781,280

未収還付法人税等 74,088 58,743

その他 29,881 29,418

流動資産合計 9,189,141 9,251,825

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 33,397 34,877

機械装置及び運搬具 1,143 1,259

その他 11,585 12,121

有形固定資産合計 46,126 48,258

無形固定資産 3,925 4,163

投資その他の資産 

投資有価証券 707,128 649,693

長期貸付金 73,900 73,900

その他 106,349 99,917

貸倒引当金 △35,450 △35,450

投資その他の資産合計 851,928 788,061

固定資産合計 901,980 840,483

資産合計 10,091,121 10,092,308
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（単位：千円）     

 

            当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)   

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日)   

負債の部 

流動負債 

未払金 71,689 54,645

短期借入金 350,000 900,000

前受金 11,095 56,541

その他 29,480 32,239

流動負債合計 462,266 1,043,426

負債合計 462,266 1,043,426

 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,613,182 4,613,182

資本剰余金 4,796,069 4,796,069

利益剰余金 365,621 234,274

株主資本合計 9,774,873 9,643,526

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △124,633 △557,219

為替換算調整勘定 △26,102 △39,821

評価・換算差額等合計 △150,736 △597,040

新株予約権 2,219 －

少数株主持分 2,498 2,397

純資産合計 9,628,855 9,048,882

負債純資産合計 10,091,121 10,092,308
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（２）【四半期連結損益計算書】 

 【第１四半期連結累計期間】 
      （単位：千円）      

 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日) 

売上高 

コンサルティングサービス売上高 263,592

営業投資売上高 579,999

 売上高合計 843,592

売上原価 

コンサルティングサービス売上原価 172,671

営業投資売上原価 372,825

 売上原価合計 545,496

売上総利益 298,095

販売費及び一般管理費 194,304

営業利益 103,791

営業外収益 

受取利息 24,750

為替差益 1,073

その他 5,517

  営業外収益合計 31,341

営業外費用 

支払利息 2,819

 その他 35

 営業外費用合計 2,855

経常利益 132,277

税金等調整前四半期純利益 132,277

法人税、住民税及び事業税 967

法人税等調整額 －

法人税等合計 967

少数株主損失（△） △36

四半期純利益 131,347
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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）   

 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30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利益 132,277 

減価償却費 2,762 

投資損失引当金の増減額（△は減少） △28,500 

株式報酬費用 2,219 

受取利息 △24,750 

支払利息 2,819 

有価証券運用益 △157 

投資有価証券運用益 △2,267 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 346,988 

売上債権の増減額（△は増加） 17,189 

未払金の増減額（△は減少） 17,204 

前受金の増減額（△は減少） △45,445 

その他 △20,193 

小計 400,148 

利息及び配当金の受取額 25,966 

利息の支払額 △1,050 

法人税等の支払額 △3,298 

営業活動によるキャッシュ・フロー 421,765 

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 △303 

有価証券の運用収支 51,567 

有価証券の償還による収入 200,000 

敷金保証金の払込による支出 △7,113 

敷金保証金の返還による収入 717 

投資活動によるキャッシュ・フロー 244,867 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減額 △550,000 

配当金の支払額 △214 

その他 △35 

財務活動によるキャッシュ・フロー △550,249 

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,795 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131,179 

現金及び現金同等物の期首残高 1,335,412 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,466,591 

 

 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
（４）継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 
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（５）セグメント情報 

① 事業の種類別のセグメント情報 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 
営業投資事業
(千円) 

コンサルティング
事業 
(千円) 

計(千円)
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

579,999 263,592 843,592 ― 843,592

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 579,999 263,592 843,592 ― 843,592

営業費用 410,777 321,891 732,669 7,131 739,800

営業利益 169,221 △58,298 110,923 △7,131 103,791

（注） １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 営業投資事業……株式等への投資事業 

(2) コンサルティング事業……ベンチャービジネス及び大企業向けの経営コンサルティング事業 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の経営管理部門

に係る費用 7,131千円であります。 

 

② 所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

   本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

  

③ 海外売上高 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 該当事項はありません。 

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 
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[参考] 個別財務諸表 

（１）貸借対照表 
（単位：千円）     

 
当第１四半期会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,134,536 1,090,776

売掛金 171,791 188,980

営業投資有価証券 7,042,099 6,872,580

投資損失引当金 △54,378 △32,441

有価証券 529,870 781,280

未収還付法人税等 73,374 58,195

その他 25,860 28,290

  流動資産合計 8,923,153 8,987,661

固定資産 

有形固定資産 44,635 46,705

無形固定資産 3,925 4,163

投資その他の資産 

  投資有価証券 707,128 649,693

  その他 489,151 493,501

  貸倒引当金 △46,198 △35,450

  投資その他の資産合計 1,150,081 1,107,745

  固定資産合計 1,198,643 1,158,614

資産合計 10,121,796 10,146,275
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（単位：千円）  

 
当第１四半期会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

  未払金 70,761 54,057

  短期借入金 350,000 900,000

  前受金 11,095 56,541

  その他 27,824 32,012

  流動負債合計 459,681 1,042,610

負債合計 459,681 1,042,610

 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,613,182 4,613,182

資本剰余金 

資本準備金 4,653,082 4,653,082

その他資本剰余金 142,986 142,986

資本剰余金合計 4,796,069 4,796,069

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 375,167 251,459

利益剰余金合計 375,167 251,459

株主資本合計 9,784,418 9,660,711

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △124,523 △557,046

評価・換算差額等合計 △124,523 △557,046

新株予約権 2,219 －

純資産合計 9,662,114 9,103,664

負債純資産合計 10,121,796 10,146,275
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（２）損益計算書 

（単位：千円）    

区分 

当第１四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日)

前年同四半期累計期間 

 (自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日) 

売上高 

 コンサルティングサービス売上高 263,592 356,904

 営業投資売上高 579,024 139,655

 売上高合計 842,617 496,560

売上原価 

 コンサルティングサービス売上原価 172,671 176,665

 営業投資売上原価 362,554 112,185

 売上原価合計 535,225 288,850

売上総利益 307,391 207,709

販売費及び一般管理費 184,256 158,344

営業利益 123,135 49,364

営業外収益 25,125 34,390

営業外費用 13,603 8,541

経常利益 134,657 75,213

特別損失 9,999 3,782

税引前四半期純利益 124,657 71,431

法人税、住民税及び事業税 950 45,775

法人税等調整額 － △21,536

四半期純利益 123,707 47,193

 

 
（注）１ 個別財務諸表は法定開示におけるレビュー対象とはなっておりません。 

２ 「四半期財務諸表規則」に従い作成しております。 
 


