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非営業性個人会計基準制度（ＰＡＳＳ）準拠
 

2007年期 決算短信 
2012年1月28日 

会社名 非営業性個人 ビートレック 
URL http://www.beatrek.com/ 
代表者名 t_yg 
問合せ先 ir@beatrek.com 

（円未満四捨五入） 

1. 当期の業績 
(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

当期 3,753,426 4.2 766,795 △42.4 518,355 △61.1 461,944 △62.3 
前期 3,600,819 △22.8 1,330,877 △10.4 1,331,773 △7.4 1,223,766 3.2 

 

 自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率  
 ％ ％ ％  

当期 7.6 8.0 20.4  
前期 22.1 23.4 37.0  

 
(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率  
 円 円 ％  

当期 6,481,920 6,099,608 94.1  
前期 5,703,506 5,537,437 97.1  

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 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  現金および現金同等物期末残高  
 円 円 円 円 

当期 523,192 △547,420 228,488 3,837,456 
前期 1,314,606 1,200,000 △19,484 3,633,196 

 
2. 次期の業績予想 

（％表示は中間期は対前年同期、通期は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

中間期 ― ― ― ― ― ― ― ― 
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
3. その他 
(1) 重要な会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無 
② ①以外の変更  有 
詳細につきましては、「重要な会計方針の変更」および「表示方法の変更」をご参照ください。 

 
(2) 財務諸表の開示パターン 

① 貸借対照表の開示  有 
② 損益計算書の開示  有 
③ キャッシュ・フロー計算書の開示 有 

 
(3) 公認会計士又は監査法人による監査 無 
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績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。 
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１．経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

 

１．当期の概況 

 （省略） 

 

２．セグメント別業績 

 当会計期間における事業のセグメント別の業績は次の通りです。 

 

売上高 営業損益 

前会計期間 

（円） 

当会計期間 

（円） 

前期比 

（％） 

前会計期間 

（円） 

当会計期間 

（円） 

前期比 

（％） 

勤務労働 3,593,340 3,748,923 4.3 3,093,959 3,146,354 2.3 

メディアサービス 7,479 4,503 △39.8 7,479 △9,807 ― 

総合生活 ― ― ― △1,770,561 △2,369,752 ― 

合計 3,600,819 3,753,426 4.2 1,330,877 766,795 △42.4 

 

＜勤務労働事業＞ 

 売上高は、３，７４９千円となり、前期末に比べ１５６千円（４．３％）増加しました。 

 営業損益は、３，１４６千円となり、前期末に比べ５２千円（２．３％）増加しました。 

 当期は勤務労働事業の一時再開を果たし、売上高、営業損益ともに前年を若干上回りました。 

 

＜メディアサービス事業＞ 

 売上高は、５千円となり、前期末に比べ２千円（３９．８％）減少しました。 

 営業損益は、△１０千円となり、前期末に比べ１７千円減少しました。これは、インターネットドメ

インの登録およびレンタルサーバの調達により支払手数料が増加したためです。 

 

＜総合生活事業＞ 

 売上高は、総合生活事業の特性により、０千円となりました。 

 営業損益は、△２，３７０千円となり、前期末に比べ５９９千円増加しました。これは、設備投資に

伴いＰＣ周辺機器を多数調達したことにより住居費が大幅に増加したためです。 

 

３．次期の見通し 

 （省略） 
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（２）財政状態に関する分析 

 

１．総資産、総負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析 

 総資産は、６，４８２千円となり、前期末に比べ７７８千円増加しました。流動資産は３０６千円増

加しました。固定資産は、ＰＣおよび事務椅子の取得に伴い、有形固定資産が２７２千円、長期貸付金

の貸付に伴い、投資その他の資産が２００千円それぞれ増加しました。 

 総負債は、３８２千円となり、前期末に比べ２１６千円増加しました。流動負債は、クレジットカー

ド利用額の増加により２７１千円増加しました。固定負債は５０千円減少しました。また、有利子負債

残高は０千円となりました。 

 純資産は、６，１００千円となり、前期末に比べ５６２千円増加しました。この結果、自己資本比率

は９４．１％となり、前期末に比べ３．０ポイント悪化しました。 

 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、勤務労働事業が前年並みを確保した一方、メディアサービス

事業が１７千円、総合生活事業が８８６千円それぞれ悪化したことにより、５２３千円の収入となり、

前期に比べ７９２千円減少しました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得および長期貸付金の貸付を行ったことに

より、５４７千円の支出となり、前期に比べ１，７４７千円減少しました。 

 この結果、フリー・キャッシュ・フローは、２４千円の支出となり、前期に比べ２，４７１千円悪化

しました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済を行った一方、設備投資への資金需要から

短期借入金の借入を行ったことにより、２２８千円の収入となり、前期に比べ２４７千円増加しました。 

 

２．キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 前々会計期間 前会計期間 当会計期間 

自己資本比率 

（％） 
96.0 97.1 94.1 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 

（倍） 
― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 

（倍） 
― ― ― 

 

 上記各指標の算式は次の通りです。 

自己資本比率：自己資本÷総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債平均残高÷営業活動によるキャッシュ・フロー 

    ※有利子負債平均残高＝（期首有利子負債残高＋期末有利子負債残高）÷２ 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー÷支払利息 
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（３）事業等のリスク 

 

１．勤務労働事業に関するリスク 

①勤務先への依存 

当社の売上高は、勤務先からの給与等が９９．９％を占めています。勤務先の業績が悪化した場合、

当社の業績に重大な悪影響を与える可能性があります。 

 

 ②技術革新および顧客ニーズへの対応 

 勤務先が事業を展開する市場は、急速な技術変化、技術革新および顧客ニーズの変化を特徴としてお

り、既存の技術は急速に陳腐化しまたは市場性を失う傾向があります。 

 当社および勤務先が、常に技術革新及び顧客ニーズの急速な変化を的確に把握し、それに対応したサ

ービスを提供することができない場合、当社の業績および財務状況に悪影響を与える可能性があります。 

 

２．メディアサービス事業に関するリスク 

 ①広告収入のリスク 

 広告収入は、広告代理店等との契約に基づき、広告が顧客の購買行動に結びついた場合に発生します。

広告は常に変化し、顧客の購買行動も変化するため、売上高の予測が困難です。 

 

３．総合生活事業に関するリスク 

①無保険のリスク 

当社は社会保険を除き、生命保険、医療保険および損害保険に加入しておりません。傷病等への罹患

により健康状態が悪化した場合、当社の事業等に悪影響を与える可能性があります。また、地震等の自

然災害や火災事故等により当社が壊滅的な損害を被った場合は、事業が中断することにより売上高が低

下し、損害の回復に巨額な費用を要することとなる可能性があります。 

 

②長期貸出金の貸倒リスク 

当社は２，１２０千円の長期貸出金を計上し、総資産の３２．７％を占めています。現時点では全額

を回収可能と判断しており貸倒引当金を計上しておりませんが、何らかの理由により回収の見込みが立

たなくなった場合、財務状況に深刻な打撃を与える可能性があります。 

 

③金利の変動リスク 

当社の保有する資産は、金利変動リスクにさらされており、かかるリスクは、資産運用に悪影響を与

える可能性があります。 
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２．会社の状況 

 当社の事業セグメント図は次の通りです。 
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３．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社は、情報技術を通じて、社会の発展に貢献することを目指しています。 

 当社は、たゆまぬ自己研鑚により成長を実現することで、ステークホルダーとの良好な信頼関係を追

求してまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

 当社では、収益性の観点から、自己資本利益率（ＲＯＥ）を重要視しています。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 

 当社は今期において勤務労働事業の一時再開を果たし、次期には完全な再開を控え、売上高の大幅な

増加を見込んでおります。 

 今期より、事業環境の改善を図るために大規模な設備投資を実施しておりますが、中長期的な収益の

拡大に向けて、今後も継続的な設備投資を実施してまいります。 
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４．財務諸表 

 

（１）貸借対照表 （単位：円） 

 
前会計期間末 

（2006年12月31日） 
当会計期間末 

（2007年12月31日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,633,196 3,837,456 

  未収金 ― 101,850 

  流動資産合計 3,633,196 3,939,306 

 固定資産   

  有形固定資産   

   機械及び装置 150,310 292,724 

   器具備品 ― 129,890 

   有形固定資産合計 150,310 422,614 

  投資その他の資産   

   長期貸付金 1,920,000 2,120,000 

   投資その他の資産合計 1,920,000 2,120,000 

  固定資産合計 2,070,310 2,542,614 

 資産合計 5,703,506 6,481,920 

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 50,000 50,000 

  未払金 61,069 332,312 

  未払費用 5,000 ― 

  流動負債合計 116,069 382,312 

 固定負債   

  長期借入金 50,000 ― 

固定負債合計 50,000 ― 

 負債合計 166,069 382,312 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,343,671 5,537,437 

  利益剰余金 1,193,766 562,171 

  株主資本合計 5,537,437 6,099,608 

 純資産合計 5,537,437 6,099,608 

負債・純資産合計 5,703,506 6,481,920 
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（２）損益計算書 （単位：円） 

 
前会計期間 

（自 2006年１月１日、 
 至 2006年12月31日） 

当会計期間 
（自 2007年１月１日、 
 至 2007年12月31日） 

売上高 3,600,819 3,753,426 

売上原価 12,890 273 

売上総利益 3,587,929 3,753,153 

販売費及び一般管理費 2,257,052 2,986,358 

営業利益又は営業損失（△） 1,330,877 766,795 

営業外収益   

 受取利息 556 8,240 

 雑収入 18,340 20,920 

 営業外収益合計 18,896 29,160 

営業外費用   

 雑損失 18,000 277,600 

 営業外費用合計 18,000 277,600 

経常利益又は経常損失（△） 1,331,773 518,355 

特別利益   

 特別利益合計 ― ― 

特別損失   

 特別損失合計 ― ― 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,331,773 518,355 

所得税、住民税及び事業税 108,007 56,411 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,223,766 461,944 
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（３）キャッシュ・フロー計算書 （単位：円） 

 
前会計期間 

（自 2006年１月１日、 
 至 2006年12月31日） 

当会計期間 
（自 2007年１月１日、 
 至 2007年12月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,331,773 518,355 

 減価償却費 90,840 61,248 

 受取利息及び受取配当金（△） △556 △8,240 

 小計 1,422,057 571,363 

 利息及び配当金の受取額 556 8,240 

 所得税、住民税及び事業税の支払額（△） △108,007 △56,411 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,314,606 523,192 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得（△）又は売却 ― △347,420 

 貸付金の貸付（△）又は回収 1,200,000 △200,000 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,200,000 △547,420 

フリー・キャッシュ・フロー 2,514,606 △24,228 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の借入又は返済（△） 30,516 278,488 

 長期借入金の借入又は返済（△） △50,000 △50,000 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △19,484 228,488 

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― 

現金及び現金同等物の増加又は減少（△） 2,495,122 204,260 

現金及び現金同等物の期首残高 1,138,074 3,633,196 

現金及び現金同等物の期末残高   

 現金及び預金の期末残高 3,633,196 3,837,456 

 有価証券の期末残高 ― ― 

 満期日が３ヶ月を超える預金及び有価証券の期末残高（△） ― ― 

現金及び現金同等物の期末残高 3,633,196 3,837,456 
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（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

 該当事項はありません。 

 

（５）財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 前会計期間 当会計期間 

１ 会計処理基準に関する事項   

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 

①有価証券 

決算日の市場価格等に基づく時価法を

採用しています。 

①有価証券 

同左 

(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 

旧定額法を採用しています。 

①有形固定資産 

定額法を採用しています。ただし、２０

０７年３月３１日以前に取得した有形

固定資産については旧定額法を採用し

ています。 

(3) その他税務諸表作成のため

の重要な事項 

①消費税の処理方法 

税込方式を採用しています。 

①消費税の処理方法 

同左 

②納税制度 

源泉徴収方式を採用しています。 

②納税制度 

同左 

２ キャッシュ・フロー計算書に

おける現金及び現金同等物の範

囲 

キャッシュ・フロー計算書における現金

及び現金同等物は、手許現金、随時引き

出し可能な預金および容易に換金可能

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

月以内に満期日の到来する短期投資か

らなります。 

同左 

 

（６）重要な会計方針の変更 

 該当事項はありません。 

 

（７）表示方法の変更 

 該当事項はありません。 

 

（８）財務諸表に関する注記事項 （単位：円） 

 前会計期間 当会計期間 

１ 貸借対照表関係   

(1) 有形固定資産の減価償却累

計額 

288,550 363,666 

(2) 負債の有利子負債残高 ― ― 

２ 開示の省略 決算短信における開示の必要性が大き

くない事項については、開示を省略して

います。 

同左 

 

（９）重要な後発事象 

 該当事項はありません。 

 


