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人と
人を
つなぎ

、個人と世界をつなぐサービスプロバイダー

Top Message
　株主の皆様におかれましては、日頃よりご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　当社グループの2010年3月期の決算がまとまりましたので、
ここにご報告申し上げます。
　株主の皆様には、今後とも当社グループに対するより一層の
ご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

株式会社フライトシステムコンサルティング
代表取締役社長

片山　圭一朗

　「FLIGHT」という言葉には、飛行という意味の他に『飛躍』という意味があります。
　当社の社名であるFLIGHT SYSTEM CONSULTING（フライトシステムコンサルティング）は、

「常に飛躍し続ける会社を目指す」という思いを込めて付けました。 
　当社は日本のデジタル放送の歴史とともに歩んでまいりました。日本最初の衛星放送開局から
現在の地上デジタル放送まで、映像や音声、音楽コンテンツなどをデジタル化し、そのデジタルデータを

データベース化したり、配信したりするためのシステム構築などに取り組んできました。
　そして現在、私たちを取り巻く環境はiPhoneやスマートフォン等の携帯端末の普及により劇的な変化
を遂げております。私たちは従来培ってきた技術を駆使し、この新たな携帯端末向けの新サービスを 

提供することで、 
人と人を、個人と世界をつなぎ、 
新たなライフスタイルの創造に 
貢献したいと思います。

　
全てはお客様のために、私たちは常に 
飛躍し続ける会社を目指します。

株式会社フライトシステムコンサルティング
代表取締役社長　片山 圭一朗

YEMエレテックス株式会社
代表取締役社長　中原 信一郎

当期を振り返って

連結 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
売上高 1,843 3,071 3,514 3,021 2,512
経常損益 21 △96 5 △259 △440
当期純利益 8 △176 △313 △253 △492
総資産 2,367 2,488 1,730 1,749 908
純資産 735 535 296 42 △450

1株当たり純資産額 69,328円05銭 50,002円94銭 25,910円61銭 3,667円48銭 △39,269円85銭

1株当たり当期純損益 858円20銭 △16,528円65銭 △27,526円29銭 △22,145円86銭 △43,012円62銭

▲

連結業績ハイライト （単位：百万円）

1株当たり純資産額 70,827円11銭 62,904円22銭 19,040円17銭 1,298円62銭 △39,280円74銭

1株当たり当期純損益 2,462円40銭 △5,033円45銭 △46,625円68銭 △17,726円03銭 △40,651円88銭

▲

単体業績ハイライト （単位：百万円）

単体 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
売上高 1,431 1,573 1,981 1,555 1,318
経常損益 27 24 101 △ 195 △ 474
当期純利益 24 △ 53 △ 530 △ 203 △ 465
総資産 987 2,298 1,417 1,553 803
純資産 751 674 218 14 △ 450

　当連結会計年度においては、景気悪化に下げ
止まりの兆しがみられましたが、依然として厳しい
経済環境が続いております。受注環境については、
引き続き顧客側でIT投資に対する決断・決裁が遅れる
傾向が続いており、非常に厳しい状況にあります。
　しかしながら、クリエイティブブランド「S:III:S」
(シーズ)を中心に、iPhoneやスマートフォン上で
「ラジオ」、「Twitter」及び「電子決済ソリューション」の
利用を可能にするサービス基盤(プラットフォー
ム)の開発を進めており、これらのプラットフォームを
利用したサービス事業の引合いは良好であると
考えております。
　放送・映像システム開発・製造・販売事業を展
開するYEMエレテックス株式会社につきまして
は、買収後、営業赤字が続いておりましたが、経営
再建策の実施により、当期末に計上したたな卸

資産評価損の影響を除くと、通期で営業黒字を達
成しており、営業損益は前年同期比で大きく改善
致しました。
　放送・映像システム保守事業を展開する株式
会社トラスティ・エンジニアリングにつきましては、
新規事業の拡大に当社グループの経営資源を
集中させるため、平成22年3月30日に全株式を
売却しております。
　なお、当連結会計年度においても当期純損失を
計上致しましたが、業績向上のための諸施策並び
に新たな資金調達等の検討を行っており、引続き
メインバンクからは継続的かつ前向きなご支援を
頂いております。
　当グループでは、次期において従来の請負事
業に加え、新たにサービス事業を立ち上げることで
新たな収益基盤の確立を目指します。
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▲

サービス事業立ち上げ

□■　デジタル情報革命時代における当社の事業改革 □■

　現在の厳しい経済環境はまだ続くものと思われますが、当社では事業の抜本的な改革を行い、
業績回復及び更なる企業価値の向上に向け、新たにサービス事業を立ち上げました。
　従来のプロジェクト請負型ビジネスでは、景気変動の影響を受け易く、また売上が年度末に
極度に偏重する傾向があります。
　当社では、収益安定化、季節的偏重の回避、新たなる収益の確保、そしてデジタル情報革命時代
への対応を考え、iPhone・スマートフォン等へ向けたサービス事業の立ち上げを行っております。

デジタル情報革命に向けて　～サービス事業の立ち上げ～

□■　デジタル情報革命時代における当社の事業改革 □■

　当期はクリエイティブブランド「S:III:S」を中心に、これまで投資してきた
iPhone・スマートフォン等の新世代のモバイル端末を利用した新しい
ソリューションの提供を進めておりました。次期も引き続き新ソリューション
提供を軸に収益を拡大します。
　具体的には、iPhone・スマートフォン向けの「ラジオ」、「Twitter」、
「クレジットカード・FeliCaカード等の電子決済」に対応するサービス
基盤（プラットフォーム）の提供を軸に、事業化を加速し、大きな事業の
柱にしていきます。
　またサービス事業に付随して、各種コンサルティング、システム開発
など、当社でしか出来ない案件を確保することで、価格競争力のある
市場を狙います。

S:III:S 当期はコンサルティング事業部
内のクリエイティブブランドとして発足。
　次期（2010 年 5月1日付け）より
事業部「サービス事業部」として展開
しております。

▲

組織再編
事業の選択と集中により、更なる事業の効率化を
図ることを目的とし、5月1日付けで組織変更を
実施しました。

◆ コンサルティング事業部とSI事業部を統合・
再編し、コンサルティング&ソリューション
(C&S)事業部を新設
◆ iPhone やスマートフォンを活用したビジネスの
事業化に特化した、サービス事業部（S:III:S）を
新設

▲

コスト管理の徹底
外注費の低減(内製化率の向上含む)、役員報
酬の減額、人員の削減、プロジェクト収支管理
の徹底、並びに旅費等の経費削減等の諸施策
を講じ、収支改善を図ってまいります。

▲

放送・映像事業のグループ内融合
放送・映像システム開発において、当社映像
系コンサルタントとYEMエレテックスの技術・
営業部門とが組織融合し、収益化を図ります。

▲  

財務体質改善と中核事業への
集中投資

iPhone・スマートフォン等を活用したサービス
事業の拡大のため、また財務体質改善のため、
Oakキャピタル株式会社より資金調達を実施し
ました。
調達資金はサービス事業における研究開発、
マーケティング費用等へ充当する予定です。

サービス事業での3つのプラットフォーム

サービス事業における新ビジネスモデル
上記3つのプラットフォームを中心としたサービス事業を展開するにあたり、従来のコンサルティング、シス
テム開発に加え、サービス事業に付随する各種コンサルティング、システム開発事業を組み合わせ、新たな
収益の柱としていきます。
当社でしか出来ない案件を確保すること、当社の強みを最大限に活かした提案をすることで、収益の拡大を
目指しております。

サービス事業者 当社

・コンサルティング
・システム開発

当社当社

・ラジオ配信
・Twitter
・ 電子決済
（  クレジット・
FeliCa電子マネー）

プラット
フォームの
活用

・ラジオ局
・ クレジットカード／
電子マネー事業者
・ 広告配信
事業者
・その他・・・

CARD

ユーザー

他社
サービス事業
との連携

□■　マスメディアからパーソナルメディアへ □■
一人ひとりに最適な情報を提供することで新たなライフスタイルを創造

　従来「メディア」というと、新聞、雑誌などのマス
メディアが主流で、「より多くの人に一斉に伝える
手段」が注目されておりました。しかし現在は、
iPhone・スマートフォンなど個人が保有する端末
に対し、直接その個人のライフスタイル・ビジネス
スタイルに合わせた情報を配信する「パーソナル
メディア」が大変注目されております。

　当社ではこのような、人と人をつなぎ、個人と世
界をつなぐパーソナルメディアの台頭により、人々 の
暮らしをより豊かで快適なものへ変えていくための
新たなサービスを提供しております。
　それらサービスを支える基盤（プラットフォーム）
として、当期において当社では以下の3つのプラッ
トフォームを開発しており、今後のビジネス展開に
おいてこの3本柱を中心に発展させていきます。

今だけ

位置情報によるエリア限定、
嗜好に応じた
情報配信

ここだけ、あなただけ

おいてこの3本柱を中心に発展させていきます。

双方向コミュニケーション
情報提供者のメッセージだけ
ではなく、それに対する
レスポンスの確保

iPhone・スマートフォンの特徴

自分の手元で
リアルタイムの情報発信

当社が提供する3つのプラットフォーム
各種プラットフォームの詳細説明は次頁以降を参照ください

p.5

p.7

p.9

ラジオプラットフォーム

Twitter
プラットフォーム

電子決済ソリューション
プラットフォーム

▲

サービス事業立ち上げ
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　当社では、「ラジオを持っていなくても、どこでもラジオが手軽に聴ける」をコンセプトに、
iPhone・iPod touchを活用したラジオプラットフォームを開発しました。
　このプラットフォームの特徴として、①「放送免許にあわせた地域限定放送を可能にする仕組み」、
②「流れている楽曲を購入でき、収益配分を放送局へ行なう仕組み」があり、これら2つは当社にて
すでに特許申請を行なっております。

□■　主な機能 □■
● iPhone/iPod touch用のインターネットラジオ
として世界中にラジオ放送の配信可能

● 地域指定して地上波ラジオ放送をリアルタイ
ムにiPhoneへストリーミング配信可能

● オンエア中の楽曲を、無線LAN（WiFi）経由で
iTunes Storeにて購入可能
● ラジオ放送局へiPhoneアプリケーション販売、
iTunes Storeでの楽曲販売手数料をキック
バック

　　　　　　　　　● 手軽にラジオ受信が可能
 ＝ラジオ聴取率の向上が期待！

● 地域限定放送により、ご当地情報の配信、地域限
定広告の配信が可能
 ＝広告収入の増加が期待！

● iPhoneアプリケーション販売、並びにiTunes 
Storeの楽曲販売が可能
 ＝新たな収益源が期待

● ラジオ受信機を持っていなくても、
iPhoneやiPod touchで、どこでも
手軽にラジオが楽しめる
●面倒なチューニングが不要

●デジタル放送による高音質な音楽
● オンエア中の楽曲を無線LAN（WiFi）経由で
iTunes Storeにて購入可能

▲

ラジオ放送局の利点

▲

リスナーの利点

ラジオプラットフォ ーム

開発事例のご紹介

特許申
請済み！

上記ラジオプラットフォームを活用し、当期、当社で開発を行ったiPhone向けアプリケーションをご紹介します。

←OTTAVA（TBSラジオ）
・2009年８月25日開始
・販売価格 350円
・ iTunesStoreからの楽曲ダ
ウンロード販売も実施中 
・ 1月8日よりTwitter投稿機
能を追加

←kikeru（電通）
・2009年12月16日開始
・販売価格 無料
・ 新しい時代の広告モデルを
模索する為の実験放送
・ 参加局：「OTTAVA」
「Brandnew-J」「超！A&G＋」
「ラジオNIKKEI」
・ 1月8日よりTwitter投稿機能
を追加

← ラジオNIKKEI
（日経ラジオ）
・2010年2月16日開始
・販売価格 月額350円

←TOKYO FM（エフエム東京）
・2009年12月21日開始
・販売価格 無料
・ 新しい時代のメディアサービスを
模索するための実験放送
・ iTunesStoreからの楽曲ダウンロード
販売も実施中
・ スタート開始１週目より、AppStore無料
アプリ部門でダウンロード数１位獲得

i-コミュラジ（CSRA・日本気象協会）→
・2010年3月24日開始
・販売価格 350円
・ 木村太郎氏が率いるコミュニティFM
ラジオ集団CSRAをiPhoneで聴取
・ ラジオだけではなく、気象情報やコミュ
ニティFMの地域性を活かし、今後、
地域情報配信プラットフォームとして
発展させる予定

　当社で開発した「地域限定放送」や「楽曲購入
による放送局への収益配分を実現」したラジオ
プラットフォームを活用することで、ラジオに新たな
時代が到来しました！
　まずリスナーは、ラジオ受信機を持たずとも手
軽にラジオを楽しむ事が可能になりました。また
ラジオ放送局は、地上波ラジオ放送を同時にその
ままiPhoneへ再送信したり、楽曲販売等により
新たな収益源を確保することが可能になりました。
まさに当社のラジオプラットフォームにより、業界と
時代に大きな風穴を開けることができました。そして

今後、多くのラジオ放送局がiPhone・スマートフォ
ンをはじめとしたパーソナルデバイスに対してラジ
オの配信をスタートすると考えられます。
　当社では、いち早くこのラジオプラットフォーム
開発に着手し、すでに多くのラジオ局様と共同で
専用アプリケーションの販売・提供を行っており、
強いアドバンテージを保有しております。当社で
は今後とも、このラジオプラットフォームを多くの
ラジオ局様に解放して行くとともに、下記のような
付加価値をつけ、未来のラジオの形を創造して
まいります。

ラジオプラットフォームを活用した未来

□■　ラジオ × 地域限定放送 □■
　当社ラジオプラットフォームの特徴の１つ、「地域制限」（限られた場所にラジオ配信を行う）を活かし、
今後の展開として、学校、イベントホール、テーマパーク、スポーツ競技場等への生放送・館内放送を
流すビジネスへの展開も進めております！

　単に「ラジオをiPhoneで聴取する」アプリケー
ションだけに留まらず、「ラジオを聴取しながら、その
ラジオ局のご当地情報を手元で入手できたらどん
なに便利だろうか」と考え、ラジオ×地域情報による
新たな取り組みを進めております。
　具体的には当期、コミュニティFMの集合体である
コミュニティ・サイマルラジオ・アライアンス（CSRA）と
日本気象協会と共同で開発した「i-コミュラジ（350
円）」において、各コミュニティFMの番組を配信する
だけではなく、ご当地情報をiPhone上に表示して
おります。
　次期においては、ご当地の物販や、防災情報等
の配信も検討しており、ラジオの枠を超えた新たな
ラジオの形を目指しております。

□■　ラジオ × 地域情報配信 □■
▲  

地域情報発信プラットフォームとしての
【i-コミュラジ】

現地の詳細な
お天気情報の配信

将来的には
防災情報等も流す

現地のイベント・特産品
情報を表示。
将来的には物販も行なう

各ラジオ
放送局からの
一言コメントを
表示

現地の映像を
流す

特許
申請
済み
！

地域限定のリアルタイム
再送信型インターネット放送の
仕組み

イベント施設、学校、競技場などでの展開も進行中！



当社

当社プラットフォーム
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□■　TweetMe for iPhone
● iPhone向けのTwitterアプリケー
ション（無料）

●アドバンスト・メディア社音声認識 
  技術を搭載。iPhoneに向かって

つぶやいた言葉が音声認識技術によりテキスト化
され、そのテキスト文をそのままTwitterに投稿可能！
● 片思い表示機能等、当社オリジナル機能も満載！
ユーザの皆様から寄せられる貴重な意見を参考に、
バージョンアップをはかっています。

　近年人気を集めている「Twitter」（ツイッ
ター）。米国発ミニブログともいわれ、「What 
are you doing?」（いまなにしている？）という

シンプルな問いかけに140文字以内で答えることによって、さまざまな
ユーザー同士がつながるコミュニケーション・ツールです。
　この140文字の投稿は「つぶやき（Tweet）」と呼ばれており、最近ではユーザー数を飛躍的に
伸ばし、個人間でのコミュニケーションに留まらず、企業のプロモーション活動にも利用されているなど、
社会の注目を集めています。
　当社ではこのTwitterの可能性と、他のプラットフォームへの展開の広さに注目し、当社オリ
ジナルのTwitterプラットフォームの開発を進めてきました。
　当期においては、当社Twitterアプリケーション「TweetMe for iPhone」の提供を開始して
おり、また一般携帯向けに、ソフトバンクの今夏モデルにおいて「TweetMe for S!アプリ」が
採用されております。更に各種iPhone向けラジオアプリケーションとTwitter機能の融合も進めて
おり、次期においてはその他様 な々サービスとの融合を推進していく予定です。

Twitterプラットフォーム

TweetMe for iPhone画面イメージ

TweetMe for S!アプリ画面イメージ

□■　TweetMe for S!アプリ
● iPhoneで展開していたTweetMeが、ついに
ソフトバンク2010年夏モデル携帯全機種に、
TweetMe for S!アプリとして搭載決定！

● iPhone以外の携帯電話でも、TweetMeで
Twitterを楽しむ事が可能になります！

Twitterプラットフォームを活用した世界

　Twitterは140文字のコミュニケーションと制限は
あるものの、その可能性は無限大に広がっており
ます。
　米国で2006年7月にサービスを開始して以来、
日本では2008年4月に日本語版が公開され
話題沸騰となり、一般ユーザーだけではなく大手
メディア、企業、国内外の議員・政治家までも巻き
込んだブームの兆しが見えてきています。
　140文字の投稿内容は投稿者の自由なので
「ランチに○○食べた」等近況報告からはじまり、
企業やメディアの場合は、最新ニュースの概要と
URLを配信しているケースが多く見られ、広告
宣伝の機能としても利用されています。また大手

新聞社が、取材先から現場の雰囲気をリポート
したり、最前線のニュースを投稿するため、情報収
集ツールとしても大変注目されております。
　当社では、Twitterを一般ユーザー間でのコミュ
ニケーション・ツールとして利用することはもとより、
ラジオ放送局が活用することで、従来のハガキ投
稿等ではなかった“双方向のコミュニケーション・
ツール”として広く採用し、リスナー参加型の新たな
ラジオの世界を創出しております。
　今後とも当社では、ラジオだけに限らず、当社オ
リジナルTwitterプラットフォームを使い、人と人、
個人と世界をつなぐコミュニケーション・インフラの
提供を積極的に推進して参ります。

□■　Twitter × ラジオ ＝ 双方向コミュニケーション □■

ラジオ局 リスナー

● 一方通行だったラジオ局とリスナーの関係を、
Twitterを利用することで双方向に。

● またTwitterでローカル情報を発信することで、
ラジオ局の新たな広告収入への期待も高まり
ます。
● TweetMe開発で得たノウハウを活用し、現在
展開しているiPhone向けラジオアプリへの
横展開も実施。

● すでにkikeru（電通）、OTTAVA（TBSラジオ）
にてTwitter機能が実装されており、今後とも
iPhone向けラジオソリューションとTwitterを
連携させ、当社で開発する様 な々アプリケー
ションへも応用していきます！

・ ラジオを聴くだけではなく、
Twitterで番組に参加する。
・ Twitterでローカル情報を
取得する。

Twitterで実況中継
本日のゲストがついに到着！
Twitterで曲目解説
この曲には個人的な思い出があって…
Twitterで地元情報紹介
本日のゲストが今週末△△ホールでコンサートを開催！

次期において当社では、Twitter事業で培った技術やノウハウを活用し、ラジオだけに留まらず、
飲食店向けサービス、エンターテイメント系サービス等活用の場を広げていく予定です。
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声優を起用したキャラクター時報アプリ

ときドキ時計 <Toki-Doki Dokei>

電子決済プラットフォーム

□■　ポータブル端末を活用し、どこでも簡単に
電子決済を可能にする新電子決済ソリューションの展開 □■

　しかし大きな壁として、このような仮想的／電子
的なお金を取り扱うにあたって、店舗側では高額な
専用決済端末の設置が必須となっておりました。
また訪問販売では、設置型の決済端末を使う
ことが出来ないため、消費者のニーズにあわせて
決済を自由に行なうことが困難でした。

　そこで当社では、消費者と店舗をつなぐ新サー
ビスとして、iPhoneやスマートフォンを活用した決済
端末の開発を進めております。具体的には、当社
では２種類の仮想的／電子的なお金に注目し、
それぞれに対しての決済ソリューションを提供する
予定です。

　私たちの日常生活でお金を使った支払は欠かせ
ないものです。現在では現金だけのやり取りでは
なく、クレジットカードやEdyに代表される電子
マネーという“仮想的／電子的なお金”が誕生して
います。これら仮想的／電子的なお金は、現金を
持ち歩かなくても良いという利点の他、私たち
消費者に現金払いにはない「ポイント付与」や
「電子クーポン」といった付加価値サービスを

提供してくれます。
　この仮想的／電子的なお金が誕生したことで、
私たちの支払スタイルが大きく変化しました。
従来の現金払いでは消費者から店舗への支払と
いう「一方通行」のサービスが主流でしたが、この
仮想的／電子的なお金では、支払の際に付加価
値サービスを提供することでき、店舗側と消費者の
「双方向」でのやり取りが発生します。

現金

▲

片方向の支払い行為

店

現金払いは、その額面金額の価値しかない

電子マネー・
クレジットカード

▲

双方向の支払い行為

消費者

電子マネー・クレジット払いは、双方向の媒体
決済金額に加え、付加価値を付与

CARD

ポイント、クーポンの付与

決済代行等の事業者
代行手数料

その他アプリケーション開発

声優を起用したキャラクター時報アプリ

ときドキ時計 <Toki-Doki Dokei>

　声優を起用したキャラクター時報アプリ
ケーション。様 な々キャラクター設定による
バライティに富んだフレーズで時刻を知ら
せてくれるアプリケーションです。なお本ア
プリケーションは、海外での日本文化への
注目度が高いことから海外販売も行なって
おります。
　当社では、このような独自の視点で
iPhone向けアプリケーションの開発も行っ
ております。

2009年12月13日より販売開始
販売価格：1本350円

消費者 店

消費者 店

クレジットカード

CARD

FeliCaを使った
交通カード
電子マネーカード

iPhoneや
スマートフォン
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　1社ですべての機器やサービスの提供を目指す時代は終わりを告げ、
様 な々企業が優れた技術やノウハウ、サービスを持ち寄り、それらを組み
合わせた「ソリューション」をお客様に対して価値として提供する時代が
到来しました。
　そうした時代の流れに対応するため、フライトシステムコンサルティ
ングのメディア事業部門とYEMエレテックスとが事業融合し、4月から
新生YEMエレテックスをスタートさせました。

　新生YEMエレテックスは、これから2014年までの3年の間に「専用
ハードウェア機器」が中心の会社から、パートナー企業との連携によって
「専用ハードウェア機器の開発」「コンピュータ+ソフトウェアの 
開発」「サービス事業の提供」ができる会社へと生まれ変わります！

連結子会社 YEMエレテックス

□■　新しい会社の姿を目指して □■ ストアネット株式会社 (日本)
英国Apical社が開発したiridix(網膜模倣原理アルゴリズム)を活用した映
像ダイナミックレンジ補正装置 D-REX LCP-100の開発をサポートしたこと
から始まり、ストアネット社と現在までに数多くの協業を進めてきました。さらに、
ストアネット社が強みを持つ防犯・監視分野における協業を強化することで合
意し、同社が開発したSecureEye-1080pを使った高性能な防犯・監視シス
テムの提供を目指し、YEMエレテックスにとって新たな分野での事業化を共同で
進めています。

Servntec Co., Ltd. (大韓民国)
世界の監視カメラ市場規模は拡大しており、2012年には約825万台にまで
拡大すると予測されています。そうした中、従来のアナログカメラに代わってIP
カメラと、さらに高度な要求に応えるためにSDI規格を使った新しいカメラが
大きく伸びています。SDI規格に対応した監視用途の記録機の登場が待ち
望まれており、YEMエレテックスは韓国のServntec社とSDI規格に対応した
ハイビジョンDVRの共同開発を進めており、日本における販売と関連サー
ビスの提供を柱とした共同事業を2010年の7月からスタートします。

住友電気工業株式会社 (日本)
ホテルや学校、公共施設、道路施設などにおいて、情報通信インフラの整備は
重要なテーマですが、LANインフラを新たに構築するには莫大は費用と時間が
掛ります。住友電工社が開発した高速同軸モデム：ACLCによって、工事を
ほとんど行わず、既存の同軸線を高速LAN環境にすることが可能となり、そう
した問題を解決することができます。防犯・監視分野でのIPカメラの導入など
様 な々分野で活用できることから、ACLCの新たな分野での事業化を共同で
進めています。

株式会社メディカルR&D (日本)
医療分野における映像の活用は確実に進んでいます。カルテの電子化だけで
なく、術室内で必要な生体データを高精細かつ自然に近い画像として一括して
表示したり、そうしたデータを記録することが始まっています。さらに、千葉大学
CFMEとメディカルR&D社が共同で取得した 「立体画像作成装置及び方法
並びに内視鏡検査システム」の特許を非医療分野に適用していくための共同
検討を同社と始めました。既存の2D映像を3D立体映像に変換するニーズを
確実に事業化へ結び付けていこうと考えています。

YEMエレテックス YEMエレテックス パートナー企業との協業

専用ハードウェア機器メーカー

　　・放送用機器

　　・業務用機器

　　・産業用機器

専用ハードウェア

コンピュータ + ソフトウェア

サービス

パートナー企業との協業

・ファイルベース分野

・高性能監視分野

・立体3D分野など

新生

+

YEMエレテックスにおけるパートナー企業との協業 (一例)

Mediachorus Inc. (大韓民国)
放送設備のファイルベース化が進んでいますが、ファイルベース化は記録シス
テムに依存せずに映像コンテンツが扱えるようになることが最大の利点であ
り、ワークフローを含めたシステムの構築が大きな鍵となります。そうしたニー
ズに応えるため、メディアコーラス社(韓国)と提携し、同社が開発した映像・
音声ファイル エラー自動検出ソリューション「Hawkeye VED-200 Series」
の日本における販売と関連サービスの提供を柱にした共同事業を2010年の
7月からスタートします。
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科目 当期 前期

資産の部 （2010年3月31日）（2009年3月31日）

流動資産 605,111 1,403,632

固定資産 303,246 345,966

　有形固定資産 224,804 261,734

　無形固定資産 ー 10,229

　投資その他の資産 78,442 74,003

資産合計 908,357 1,749,598

科目 当期 前期

負債の部 （2010年3月31日）（2009年3月31日）

流動負債 1,044,553 1,430,613

固定負債 314,111 276,974

負債合計 1,358,665 1,707,587

純資産の部 （2010年3月31日）（2009年3月31日）

株主資本 △ 449,602 42,750

　資本金 348,010 347,810

　資本剰余金 338,685 338,485

　利益剰余金 △ 1,135,136 △ 642,383

　自己株式 △ 1,161 △ 1,161

評価・換算差額等 △ 704 △ 739

純資産合計 △ 450,307 42,010

負債純資産合計 908,357 1,749,598

■連結貸借対照表 （単位：千円）

連結財務諸表

■連結損益計算書 （単位：千円）
当期 前期

科目 （2010年3月期）（2009年3月期）

売上高 2,512,265 3,021,550

売上原価 2,180,632 2,389,602

売上総利益 331,633 631,948

販売費及び一般管理費 710,181 866,875

営業損益 △ 378,547 △ 234,927

営業外収益 13,352 11,487

営業外費用 75,293 36,359

経常損益 △ 440,488 △ 259,798

特別利益 ー 41,404

特別損失 36,960 14,284

税金等調整前当期純利益 △ 477,448 △ 232,678

法人税等 15,303 21,024 

当期純利益 △ 492,752 △ 253,702

POINT
● 売上高は、厳しい経済環境において受注に至ら
ない提案が予想以上に発生し、前年比16.9%減
の2,512百万円となりました。
● 営業損益は、売上高の減少並びにプロジェクト
収支が大幅に悪化した案件が発生したことによ
り、378百万円の営業損失となりました。
● 営業外損益は、劣後ローンの支払い利息の増加
及び第三者割当による新株発行及び新株予約
権の発行に伴う支払手数料の発生により、前期
比37百万円の費用が増加し、経常損益は、440
百万円の経常損失となりました。

POINT
● 総資産は、借入金の返済及び収益の悪化による現金及
び預金の減少（438百万円減）、受取手形及び売掛金の
減少（229百万円減）及び固定資産の減損処理により、
前連結会計年度と比べ841百万円減少し、908百万円と
なりました。

● 負債は、有利子負債の減少及び受注損失引当金の増加
により、前連結会計年度と比べ348百万円減少し、1,358
百万円となりました。
● 純資産は、主に当期純損失の発生（492百万円）により、
前連結会計年度と比べ492百万円減少し、▲450百万
円となりました。

■連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）
当期 前期

科目 （2010年3月期）（2009年3月期）

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 136,946 4,340

投資活動によるキャッシュ・フロー 29,041 △ 16,822

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 332,399 392,364

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 5 △ 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 440,310 379,877

現金及び現金同等物の期首残高 569,552 189,675

現金及び現金同等物の期末残高 129,242 569,552

POINT
● 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純損失477百万円の計上、
売上債権の減少132百万円等によるものであり、その結果136百万円の支出となりました。
● 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に子会社株式売却による収入33百万円であり、
その結果29百万円の収入となりました。
● 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の減少332百万円によるものであり、
その結果332百万円の支出となりました。

■後発事象
● 債務超過の状況を早期に解消すべく、平成22年４月９日にOakキャピ
タル株式会社を割当先とする50,000千円の第三者割当増資並びに
4,702千円の新株予約権（権利行使価額の総額は370,872千円）の
発行を実施致しました。

●  調達資金は、現在進めているサービス事業(iPhoneやスマートフォン向け
プラットフォームを活用したソリューション)による受注増加に対応した
事業計画に沿って、ラジオプラットフォームサービス事業・Twitterプラット
フォームサービス事業・ 電子決済ソリューションプラットフォームサービス
事業における研究開発資金と、それらを具体的な案件として提案・展開
していくための人件費等マーケティング費用として充当する予定であります。
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個別財務諸表

■単体貸借対照表 （単位：千円）
科目 当期 前期

資産の部 （2010年3月31日）（2009年3月31日）

流動資産 368,887 1,251,604

固定資産 434,222 302,225

　有形固定資産 ー 33,775

　無形固定資産 ー 7,769

　投資その他の資産 434,222 260,680

資産合計 803,109 1,553,830

科目 当期 前期

負債の部 （2010年3月31日）（2009年3月31日）

流動負債 941,875 1,266,955

固定負債 311,667 272,000

負債合計 1,253,542 1,538,955

純資産の部 （2010年3月31日）（2009年3月31日）

株主資本 △ 450,432 14,875

　資本金 348,010 347,810

　資本剰余金 338,685 338,485

　利益剰余金 △ 1,135,966 △ 670,258

　自己株式 △ 1,161 △ 1,161

純資産合計 △ 450,432 14,875

負債純資産合計 803,109 1,553,830

POINT
● 総資産は、借入金の返済及び収益の悪化による現金及
び預金の減少（399百万円減）、売掛金の減少（137百万
円減）及び固定資産の減損処理により、前連結会計年
度と比べ750百万円減少し、803百万円となりました。

● 負債は、有利子負債の減少及び受注損失引当金の増
加により、前連結会計年度と比べ285百万円減少し、
1,253百万円となりました。
● 純資産は、主に当期純損失の発生（465百万円）により、
前連結会計年度と比べ465百万円減少し、▲450百万
円となりました。

■損益計算書 （単位：千円）
当期 前期

科目 （2010年3月期）（2009年3月期）

売上高 1,318,262 1,555,897

売上原価 1,177,701 1,162,318

売上総利益 140,560 393,579

販売費及び一般管理費 504,704 586,017

営業損益 △ 364,143 △ 192,438

営業外収益 34,110 81,909

営業外費用 144,809 85,087

経常損益 △ 474,842 △ 195,615

特別利益 46,512 521

特別損失 36,228 1,939

税金等調整前当期純利益 △ 464,559 △ 197,034

法人税等 1,148 6,035 

当期純利益 △ 465,707 △ 203,069

POINT
● 売上高は、厳しい経済環境において受注に至ら
ない提案が予想以上に発生し、前年比15.2%減
の1,318百万円となりました。
● 営業損益は、売上高の減少並びにプロジェクト
収支が大幅に悪化した案件が発生したことによ
り、364百万円の営業損失となりました。
● 営業外損益は、劣後ローンの支払い利息の増加
及び第三者割当による新株発行及び新株予約
権の発行に伴う支払手数料の発生により、前期
比59百万円の費用が増加し、経常損益は、474
百万円の経常損失となりました。

会社概要（2010年3月末現在）

会 社 名 株式会社フライトシステムコンサルティング  
 本 社  〒150 - 0013　東京都渋谷区恵比寿4-6-1 恵比寿MFビル3階 
　 事 業 所 SIセンター 〒980-0022　宮城県仙台市青葉区五橋1-1-10 第2河北ビル8階  
 福岡営業所 〒812-0054　福岡県福岡市東区馬出2-1-7 福岡ことぶきビル2階

従 業 員 数 93名  
   
資 本 金 348,010千円  
   
取 引 銀 行 三井住友銀行 恵比寿支店 
 みずほ銀行 中目黒支店 
   
連結対象企業 YEMエレテックス株式会社
 本　社 〒559-0031　大阪府大阪市住之江区南港東8-2-56 
   
役 員 代表取締役社長 片山 圭一朗 
 取締役 中原 信一郎 
 取締役 米倉 憲久 
 取締役 松本 隆男 
 取締役 樋口(旧姓:村松)典子 
 取締役 杉山 隆志 
 常勤監査役 笠間 龍雄 
 監査役 大島 やよい 
 監査役 千野 隆 

株主名 持株数（株） 持株比率（%）

片山 圭一朗 2,753 24.00 

アストロデザイン株式会社 1,180 10.28 

松本 隆男 1,167 10.17 

米倉 憲久 1,127 9.82 

村松 典子 363 3.16 

井筒 象二郎 163 1.42 

最上 剛 142 1.23 

相澤 定見 134 1.16 

斉藤 初江 129 1.12 

守山 尚 103 0.89 

発行可能株式数 30,000株

発行済み株式の総数 11,468株 
 （自己株式6株を除く）
上場証券取引所 東京証券取引所 
 マザーズ市場 
 （証券コード：3753）

株主の状況 （2010年3月末現在）

■大株主の状況
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株主メモ

事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月

株主確定基準日
 (1) 定時株主総会議決権行使株主 3月31日
 (2) 利益配当金受領株主 3月31日
 (3) 中間配当金受領株主 9月30日
 (4) その他必要があるとき あらかじめ公告して定めた日

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 
 みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

証券会社に口座をお持ちの場合 特別口座の場合

郵便物送付先

お取引の証券会社になります。

〒168-8507 
東京都杉並区和泉2-8-4

電話お問い合わせ先 0120-288-324（フリーダイヤル）

お取扱店

みずほ信託銀行株式会社 
本店および全国各支店 
みずほインベスターズ証券株式会社 
本店および全国各支店

ご注意

未払配当金の支払、支払明細
発行については、右の「特別口
座の場合」の郵便物送付先・
電話お問い合わせ先・お取扱店
をご利用ください。

単元未満の買取、買増以外の株式
売買は出来ません。電子化前に名
義書換えを失念してお手元に他人
名義の株券がある場合は、至急ご
連絡下さい。

公告掲載方法
 電子公告により行なう。
 （ ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により

行ないます。）

株主様のご住所・お名前等に使用する文字に関してのご案内
　株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前等の文字に、株式会社証券保管振替機構（ほふり）が振替
制度で指定していない漢字（いわゆる「外字」）が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文
字またはカタカナに変換して株主名簿に記載いたしております。
　このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置き換えられる場合がありますのでご
了承ください。
　株主様のご住所・お名前等として記載されている文字については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。
　なお、特別口座にて管理させていただいております株主様には、平成21年2月に「特別口座開設のご案内」を
お送りしており、そのご案内の中のご注意事項で使用文字の制限についてご案内しております。

メ　モ



株式会社 フライトシステムコンサルティング
ホームページ： ht tp ://www.flight .co. jp/

当社へのお問い合わせは下記にて承っております
　　管 理 部　IR担当
　　電 話 03-3440-6100
　　E - M a i l info@flight.co.jp

人と人をつなぎ、
個人と世界をつなぐ
サービスプロバイダー


