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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

 当社グループの事業は、コンサルティング事業及びベンチャー投資育成事業から構成されております。コンサルティ

ング事業は安定性が高い一方、ベンチャー投資育成事業については売上高の多く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動向に伴って振幅します。従いまして、現時点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３ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報

（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、ご参照下さい。 

  

平成24年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年２月９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

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)執行役員 (氏名)原田 哲郎 (TEL)(03)5532-3200

四半期報告書提出予定日 平成24年２月14日 配当支払開始予定日 －

(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31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 ％

24年３月期第３四半期 4,923 138.7 1,041 55.8 1,030 56.9 893 122.6

23年３月期第３四半期 2,062 △7.3 668 315.7 656 374.9 401 △18.5

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期1,096百万円( 258.9％) 23年３月期第３四半期305百万円( △57.0％)

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

24年３月期第３四半期 9,324 99 －

23年３月期第３四半期 4,191 88 4,188 77

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第３四半期 10,022 8,406 77.9

23年３月期 8,358 7,114 82.8

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 7,807百万円 23年３月期 6,924百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年３月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

24年３月期 0 00 0 00 0 00

24年３月期(予想) 0 00 0 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）



 

 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・本資料に記載されている次期の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理
的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性
があります。次期の見通しの前提となる条件及び次期の見通しのご利用にあたっての注意事項等につい
ては、添付資料３ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  －社 (     －      )、除外  －社 (      －     )

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（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) 24年３月期３Ｑ 95,811株 23年３月期 95,811株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ －株 23年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 95,811株 23年３月期３Ｑ 95,737株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間の経営環境におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震

災とその後の電力供給の制約等により収縮した経済活動に持ち直しの動きが見られはじめたものの、景気

の見通しは依然として不透明な状況で推移しました。 

 このような経営環境下において、当社及び当社グループの当第３四半期連結累計期間における経営成績

は、売上高は4,923,923千円と前年同期に比べ2,861,170千円（138.7％）の増収、経常利益は1,030,320千

円と前年同期と比べ373,718千円（56.9％）の増益、四半期純利益は893,436千円と前年同期と比べ

492,118千円（122.6％）の増益となりました。 

  

コンサルティング事業セグメントは、景気の見通しが不透明な状況の中、既存顧客である大企業への戦

略コンサルティング売上が堅調に推移し、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,466,254千円（前年同

四半期は1,136,785千円）、セグメント利益（営業利益）は339,271千円（前年同四半期はセグメント利益

（営業利益）420,312千円）となりました。 

  

保険事業セグメントには、連結子会社である株式会社アイペットが運営するペット医療向け保険が含ま

れ、当第３四半期連結累計期間においてペット医療向け保険の加入件数は順調に増加しました。また、株

式会社アイペットの会計上のみなし取得日を前連結会計年度末としたことから、当第３四半期連結累計期

間より損益を計上することとなり、その結果、売上高は2,365,388千円、セグメント利益（営業利益）は

491,997千円となりました。 

 営業投資事業セグメントにおいては、既存投資先ベンチャーのうち、当社が深く支援することで成長加

速が見込まれる先とそれ以外の先について選別し、集中すべき先については資金と人材を投入、それ以外

については売却を進めました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は919,294千円（前年同四

半期は871,556千円）、セグメント利益（営業利益）は288,366千円（前年同四半期はセグメント利益（営

業利益）297,662千円）となりました。  

 その他事業セグメントには、連結子会社である株式会社リバリューが運営するリバースサプライチェー

ン事業等が含まれ、当第３四半期連結累計期間の売上高は172,986千円（前年同四半期は54,409千円）、

セグメント損失（営業損失）は77,933千円（前年同四半期はセグメント損失（営業損失）27,175千円）と

なりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

  ①コンサルティング事業

  ②ベンチャー投資育成事業

区分

第11期
第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日)

第12期 
第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

 コンサルティング事業 1,136,785 55.1 1,466,254 29.8

 保険事業 － － 2,365,388 48.0

 営業投資事業 871,556 42.3 919,294 18.7

 その他事業 54,409 2.6 172,986 3.5

合 計 2,062,752 100.0 4,923,923 100.0
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当第３四半期連結会計期末における資産は10,022,264千円（前期末比1,663,775千円増）、負債は

1,615,287千円（同371,047千円増）、純資産は8,406,976千円（同1,292,728千円増）となっております。

 前連結会計年度末比での資産及び純資産増加の主な理由は、当第３四半期連結累計期間において四半期

純利益を計上したためであります。 

  
  

当第３四半期連結累計期間における、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はほ

ぼ計画通りであります。現段階におきましては、通期で前連結会計年度から１割以上の売上高増加を見込

んでおります。  

保険事業セグメント売上は、当第３四半期連結累計期間において順調に推移しており、通期では前連結

会計年度に対して30％の売上高成長率を見込んでおります。 

 一方、営業投資セグメントにつきましては、売上高が株式の売却によってもたらされることから、株式

市況やIPO動向に伴い振幅するため、業績の見通しは立てにくい状況が続くものと考えております。 

  

当社は生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間における受注実績は次のとおりであります。 

なお、営業投資事業につきましては、受注という概念がございませんので記載しておりません。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（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

  ②ベンチャー投資育成事業

（４）生産、受注及び販売の実績

 ①生産実績

 ②受注実績

区分

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

前年同四半期比
（％）

金額(千円) 金額(千円)

コンサルティング事業 969,149 1,542,264 59.1

保険事業 － 2,364,888 －

その他事業 54,703 173,070 216.4

合 計 1,023,853 4,080,223 298.5
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当第３四半期連結累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。 

 
(注)  上表金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) １ 新株予約権等は、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 当社グループは、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 期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。 

 
  

 ③販売実績

区分

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

コンサルティング事業 1,466,254 29.0

保険事業 2,365,388 －

営業投資事業 919,294 5.5

その他事業 172,986 217.9

合 計 4,923,923 138.7

 ④投資実績

証券種類

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成23年12月31日）

投資実行高 期末投資残高 投資実行高 期末投資残高

金額
(千円)

会社数 
(社)

金額
(千円)

会社数
(社)

金額
(千円)

会社数 
(社)

金額 
(千円)

会社数
(社)

 株式 81,623 3 2,984,451 53 － － 2,614,259 46

 新株予約権等 － － 0 29 － － 0 28

合計 81,623 3 2,984,451 68 － － 2,614,259 61

前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間

843,991千円 839,091千円
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号

平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第４号 平成22年６月30日）を適用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するス

トック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・

オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更してお

ります。 

 なお、これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益の金額は、4,187円29銭であります。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,145,436 3,203,291

売掛金 735,029 749,344

営業投資有価証券 2,855,891 2,595,461

投資損失引当金 △202,056 △202,056

有価証券 － 1,020,005

たな卸資産 36,089 62,780

繰延税金資産 237,909 328,934

未収還付法人税等 5,314 2,193

その他 55,644 87,707

貸倒引当金 △15,982 △16,783

流動資産合計 6,853,277 7,830,879

固定資産

有形固定資産 29,045 150,489

無形固定資産

のれん 995,636 1,089,746

その他 57,028 37,258

無形固定資産合計 1,052,664 1,127,004

投資その他の資産

投資有価証券 55,931 41,003

長期貸付金 61,800 60,850

その他 367,569 335,707

貸倒引当金 △61,800 △60,850

投資その他の資産合計 423,500 376,711

固定資産合計 1,505,210 1,654,205

繰延資産

保険業法第113条繰延資産 － 537,179

繰延資産合計 － 537,179

資産合計 8,358,488 10,022,264
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 330 17,046

未払金 94,913 74,035

保険契約準備金 927,554 1,336,678

支払備金 116,309 160,098

責任準備金 811,244 1,176,579

未払法人税等 32,823 20,988

前受金 34,146 9,966

その他 154,471 156,572

流動負債合計 1,244,239 1,615,287

負債合計 1,244,239 1,615,287

純資産の部

株主資本

資本金 4,615,585 4,615,585

資本剰余金 4,796,069 4,796,069

利益剰余金 △2,090,405 △1,196,968

株主資本合計 7,321,248 8,214,685

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △276,780 △278,803

為替換算調整勘定 △119,817 △128,723

その他の包括利益累計額合計 △396,598 △407,526

新株予約権 56,991 106,807

少数株主持分 132,607 493,010

純資産合計 7,114,248 8,406,976

負債純資産合計 8,358,488 10,022,264
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 2,062,752 4,923,923

売上原価 933,368 2,582,370

売上総利益 1,129,384 2,341,552

販売費及び一般管理費 460,737 1,299,851

営業利益 668,646 1,041,700

営業外収益

受取利息 9,928 3,842

貸倒引当金戻入額 － 350

物品売却益 2,203 3,478

その他 2,715 2,514

営業外収益合計 14,846 10,186

営業外費用

出資持分損失 16,565 6,039

為替差損 3,733 12,621

その他 6,591 2,906

営業外費用合計 26,891 21,566

経常利益 656,601 1,030,320

特別損失

固定資産除却損 3,591 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,800 －

投資有価証券売却損 233,715 －

投資有価証券償還損 2,121 －

特別損失合計 252,228 －

税金等調整前四半期純利益 404,372 1,030,320

法人税、住民税及び事業税 3,155 13,537

法人税等調整額 － △91,025

法人税等合計 3,155 △77,487

少数株主損益調整前四半期純利益 401,217 1,107,808

少数株主利益又は少数株主損失（△） △100 214,371

四半期純利益 401,318 893,436
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 401,217 1,107,808

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △82,459 △2,022

為替換算調整勘定 △13,144 △8,981

その他の包括利益合計 △95,603 △11,003

四半期包括利益 305,614 1,096,804

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 305,846 882,508

少数株主に係る四半期包括利益 △232 214,295
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該当事項はありません。 

  

 １．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 

                                      (単位：千円) 

 
(注)  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであるリバースサプライチェーン事 

      業を含んでおります。 

  

２.  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

                                      (単位：千円) 

 
(注)  全社費用は、親会社本社の経営管理部門に係る費用であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
営業投資 

 
コンサルティング

 
計
 

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

871,556 1,136,785 2,008,342 54,409 2,062,752

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 871,556 1,136,785 2,008,342 54,409 2,062,752

セグメント利益又は損失(△) 297,662 420,312 717,974 △27,175 690,799

利益 金額

報告セグメント計 717,974

「その他」の区分の利益 △27,175

全社費用(注) △22,152

四半期連結損益計算書の営業利益 668,646
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 １．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 

 
(注)  報告セグメント及びその他セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額は一致し

ております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 事業セグメントの利益又は損失の測定方法の変更 

第１四半期連結会計期間より、各事業セグメントへ直課できない営業費用の各事業セグメントへの配

分方法を変更しております。これは、保険事業等の新しい事業の本格的な開始を機に、業績管理手法を

見直したことによるものであります。 

この変更による当第３四半期連結累計期間のセグメント利益の影響は、コンサルティング事業が

109,883千円の減少、保険事業が4,948千円の減少、営業投資事業が110,025千円の増加となっておりま

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 

重要な変動はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日)

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計コンサルティング
事業

保険事業 営業投資事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,466,254 2,365,388 919,294 4,750,937 172,986 4,923,923

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,466,254 2,365,388 919,294 4,750,937 172,986 4,923,923

セ グ メ ン ト 利 益 又 は 損 失
（△）

339,271 491,997 288,366 1,119,634 △77,933 1,041,700

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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