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　当社仙台事業所は、震災直後1週間、臨
時休業を余儀なくされましたが、その後営業を
再開しております。
　また当社では微力ながら、皆様の情報収
集のお役に立てるよう、Twitterを活用した
iPhoneアプリ「被災者支援」を無償提供して
おります。

　更に有償販売（1本350円）していたiPhone/
iPod touchで地域コミュニティFMラジオ放
送が聴取できるアプリ「コミュニティFM for 
iPhone（i-コミュラジ）」を被災者支援のため、
震災後は無償提供とし、本アプリの震災前を
含む3月分売上を東京都の「東北地方太平洋
沖地震東京都義援金」に寄付いたしました。

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を目指します

　当社では中期経営計画の基本方針として掲げた「サービス
事業への展開」の実現に向けて、全社一丸となった組織体制を
構築し、これまでのソフトウェア受託開発からサービス事業を
中心としたビジネスモデルへの転換を図ってまいりました。
　具体的な施策として、平成22年5月に組織変更を行い新た 
にサービス事業部を立ち上げ、「電子決済ソリューション 
プラットフォーム」、「ラジオプラットフォーム」及び「Twitter 
プラットフォーム」の立ち上げに注力し、当社独自のサービスを
展開しました。
　更に長年培ってきた技術力やノウハウを活用し、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、当社でしか出来ない案件の確保に努めてきました。
　なお放送・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、上記に記載した
新規サービス事業の拡大に経営資源を集中させるため、平成
23年2月28日に全株式を売却しました。

　当連結会計年度における業績につきまして
は、売上高13億7千2百万円（前期比45.4%
減）、営業損失3億8千７百万円、経常損失3億
9千7百万円、当期純損失3億７千8百万円とい
う結果になりました。なお売上高が減少した主な 
理由につきましては、平成22年3月期に売却 
した放送・映像システム保守事業の売上が減少
したこと、およびYEMエレテックスの売却に伴う
売上減少であり、この売却の影響を除くと前年比
20.1％減となります。
　また当連結会計年度において、Oakキャピタル
株式会社を割当先とする第三者割当増資並び
に新株予約権の発行、およびソフトバンク株式 

会社を割当先とする新株予約権の発行を実施し、
当期末の単体において債務超過の状況を解消
しました。
　なおこの度の震災によるわが国の経済的損失は
大きく、景気回復の足取りはますます不透明になる 
ものと予想されます。当社の業績の影響におきまし
ては、主要顧客の動向を見定めている状況であり
ます。大変厳しい取り組みと予想しておりますが、
所期の計画を達成すべく、鋭意努力してまいる 
所存でございます。
　株主の皆様におかれましては、今後とも格別の
ご支援・ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上
げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、

心よりお見舞い申し上げますと共に、被災地の一日も

早い復興をお祈りいたします。

さて、当社グループの平成23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。

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に代表される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。

連結 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期
売上高 3,071 3,514 3,021 2,512 1,372

経常損益 △ 96 5 △ 259 △ 440 △ 397
当期純利益 △ 176 △ 313 △ 253 △ 492 △ 378

総資産 2,488 1,730 1,749 908 ー
純資産 535 296 42 △ 450 ー

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

1株当たり当期純損益 △16,528円65銭 △27,526円29銭 △22,145円86銭 △43,012円62銭 △25,080円44銭

1株当たり純資産額 62,904円22銭 19,040円17銭 1,298円62銭 △39,280円74銭 1,917円89銭

1株当たり当期純損益 △5,033円45銭 △46,625円68銭 △17,726円03銭 △40,651円88銭 △25,164円24銭

▲

単体業績ハイライト （単位：百万円）

単体 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期
売上高 1,573 1,981 1,555 1,318 875

経常損益 24 101 △ 195 △ 474 △ 360
当期純利益 △ 53 △ 530 △ 203 △ 465 △ 379

総資産 2,298 1,417 1,553 803 1,154
純資産 674 218 14 △ 450 77

▲

連結業績ハイライト （単位：百万円）

（注）連結子会社でありましたYEMエレテックス株式会社の全株式を平成23年2月28日付で売却し、当連結会計年度におい
ては連結貸借対照表を作成していないため、「総資産」「純資産」「1株当たり純資産額」は記載しておりません。
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当社の目指す市場、ビジネスモデル ■ 電子決済ソリューションプラットフォーム

　近年急成長しているスマートフォン市場。平成22年度通期（平成22年4月〜平成23年3月）の
国内の携帯電話出荷台数は3,764万台（前年比12.3%増）、うちスマートフォンは出荷台数は前
年比約3.7倍となる855万台で、総出荷台数の22.7%を占めています。(株式会社MM総研）
　スマートフォンは、iPhoneから立ち上がり、現在では多種多様なAndroid対応のスマートフォン
端末も登場しています。パソコン同様にインターネット画面が閲覧でき、電子メールが利用できる
だけではなく、自分の好みに合わせてアプリケーションの追加が可能となり、当初はコンシューマ
市場が先行して立ち上がってきました。最近では、セキュリティ対策や端末管理に関連する機能の
充実、自社の業務に合わせたソリューション開発が可能となり、法人向けとしての需要もとても 
高まっています。

　このようなデジタル情報革命への時代の流れの
中で、当社では、iPhoneを中心としたスマートフォ
ンの特性に注目し、人と人をつなぐ／個人と世界を
つなぐ架け橋として、iPhone等スマートフォン上で
利用する様々なサービス展開を行なっています。
　またそれらサービスを支える基盤（プラットフォー
ム）として、平成22年3月期より3つのプラット
フォームの開発に取り組み、当期より様々なサー

ビスの本格的販売をスタートさせました。
　当社では、一人ひとりに最適な情報やサービスを
提供することで、人々の暮らしをより豊かで快適な
ものへ変えていき、新たなライフスタイルを提供 
しています。このように時代の変化の中で新たな 
ビジネスチャンスを自ら創造することで、当社でしか
出来ない価格競争力のある市場を狙って取り組ん
でいます。

電子決済ソリューション
プラットフォーム

ラジオ
プラットフォーム

Twitter
プラットフォーム

今だけ
→自分の手元でリアルタイムの
情報発信

ここだけ、あなただけ
→位置情報によるエリア限定、
嗜好に応じた情報配信

双方向
コミュニケーション

→情報の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等スマートフォンの特徴
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

日本で唯一の法人向けクレジットカード決済ソリューション
ペイメント・マイスターの販売開始

　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。しかし特にクレジットカード決
済の場合は大きな壁として、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、国内最大手のクレジットカード会社 三菱UFJニコス株式会社様と共同開発を 
行い、iPhoneで手軽に、安全にクレジットカード決済を行なうプラットフォームの開発を行い 
ました。そして平成22年9月より日本初のiPhoneを活用したクレジットカード決済ソリューション
の販売を開始しました。

1. iPhoneの機能はそのままに、専用ケースとアプリをつけると
決済端末にもなる

2. Apple社Made for iPhone取得済み 
（iPhone専用に接続するよう設計され、Apple社が定め
る性能基準を満たしている）

3. 高セキュリティDUKPTを採用し安全な決済を実現 
（詳細はP.6を参照）

4. 日本クレジットカード協会「スマートフォン決済の安全基準
に関する基本的な考え方」（平成23年4月13日発表）に 
準拠して提供中（日本初）

5. AIGエジソン生命保険株式会社様、 
東急ハンズ株式会社様にてすでに導入済み

6. レシートプリンタとの連携も可能

7. 法人向けに特化した様々なサービスにも柔軟に対応 
（カスタマイズ項目の設定、システム連携、QRコードの 
自動読み込み、業務系アプリとの連携）

ここがス
ゴイ

　当社が保有するiPhoneアプリケーションの開発ノウハウと、三菱UFJニコス株式会社様の
決済システムを融合し、日本で初めてiPhoneによるクレジットカード決済ソリューションを実現 
しました。この画期的なソリューションの登場により、クレジットカード決済を取り巻く環境は 
一変すると思われ、今後とも当社では積極的に本ビジネスの拡大を推進していきます。

ペイメント・マイスター公式WEBサイト　http://www.flight.co.jp/paymentmeister/
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電子決済ソリューションプラットフォーム ● 利用の流れ

電子決済ソリューションプラットフォーム ● 法人利用での業務効率を考えて様々な機能を付加

カスタマイズ項目の設定 レシートプリンタ対応QR読取で手入力不要 業務系アプリとの連携
・ iPhoneカメラによるQR

コード読み取りに対応
・ 金額の打ち込みなどの

手入力項目がなくなり、 
ミスの軽減と業務効率の
大幅アップ

・ 外出先での「決済」と
「売上」の紐付けのた
め、加盟店毎の項目設
定が可能（最大４項目）

・ 契約書番号など必要な
情報を決済情報と一緒に
伝送

・ 自社製の「見積アプリ」
等から決済を行なう際に、
ペイメント・マイスターを呼
び出す機能（アプリ連携）

・ 従来、iPhoneからの印
刷は難しいと言われていた 
業務用レシートプリンタでの
印刷に対応

AIGエジソン生命保険株式会社様

お客様訪問時に事前に契約書に
金額と契約書番号等を含めた

QRコードを印字
その場で読み取り決済を実施

東急ハンズ株式会社
Hands Café（梅田店）様

カフェでのテーブルチェックを
スマートにiPhoneで実施

カスタマイズ項目でレジ番号を打電
レシートプリンタにも対応

電子決済ソリューションプラットフォーム ● スマートフォンでも万全のセキュリティを実現

　国内でiPhoneやスマートフォンを活用したクレジットカード決済を行なうには、日本
クレジットカード協会が発表した「スマートフォン決済の安全基準に関する基本的な 
考え方」（平成23年4月13日発表）に準拠している必要があります。

　ペイメント・マイスターは、平成22年9月よりいち早くセキュリティ「DUKPT」を採用し、 
安全な決済ソリューションを提供しています。もちろん上記のガイドラインにも準拠しており、現在、
iPhoneだけではなくAndroidも含めたスマートフォンを使い、実用化されているクレジットカード
決済ソリューションは、当社のペイメント・マイスターだけです。（平成23年3月末現在）

● 紛失、盗難時は専用アプリの操作権限を緊急無効とし、
　不正使用を防止します。
● 取引毎に利用されたiPhoneの特定・管理が可能です。

● クレジットカード番号等の個人情報は、
　iPhone端末内に一切残りません。
● iPhoneからはお客様情報を照会できません。

セキュリティも万全 DUKPT採用
DUKPT =Derived unique key per transaction : ANSIで規格された暗号化方式で、クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準である

必要事項だけを表示
カードデータは暗号化され、
決済センターへ

表示データ

紛失・盗難等の際には
センター側で無効化

デジタル証明書
（初回起動時にダウンロード）

デジタル証明書

だから安全！

だから安全！

●クレジットカード・モバイル決済にて最も重要な要件であるセキュリティ対策も、下記仕様により万全です。

・専用カードリーダにて読み取った情報は、ANSIで規格化されたDUKPT方式により暗号化された状態で
決済センターへ引き渡され、決済センターで復号化。
・iPhoneと専用カードリーダ間でデバイス認証を実施。

PCI DSS準拠の高セキュリティ要件です。

　店舗内での決
済で必ず見かける
POSレジ。しかし 
混んでいるお店では 
お会計のためだ
けに長蛇の列に 

並ぶことがあったり、レジの場所が離れている
場合は、店員にクレジットカードを預けて待つ 
こともあります。更には色違いの商品在庫を 
確認する場合、必ずと言っていいほど顧客は 
その場に取り残され、店員は在庫確認のため
バックヤードへ消えてしまいます。

　もし接客から決済までを「その場」で行なえたら、
どのような世界が広がるか…。手軽に手元で
決済を行なうのは、どうしたら良いのか…。
　当社ではペイメント・マイスターで開発した電子
決済ソリューションプラットフォームのその先
として、店舗内での自由な決済を実現するソ
リューションを開発しています。
　見た目のスタイリッシュさだけではなく、高機 
能で、しかもセキュリティの高いiPhoneを活用
し、日本のクレジットカード決済の全てに革命を
起こす画期的なソリューションを皆様の手元へ
届けます。

店内決済でハードウェアPOSレジからの脱却
新世代POSソリューションの幕開け間近!!

電子決済プラットフォーム 〜次のステージへ〜
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■ ラジオプラットフォーム

　「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/iPadを活用したラジオプラットフォームを開発しました。
　当社のラジオプラットフォームを活用することで、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、ラジオ放送局は、地上波ラジオ放送を同時にそのまま
iPhone/iPod touch/iPad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。
　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。

ラジオプラットフォーム ● 開発事例のご紹介

主な特長

エリア限定配信 iPhone/iPod touch/iPadで世界中にラジオ放送が配信可能
（放送免許にあわせた地域指定も可能）

楽曲購入 オンエア中の楽曲情報をiPhone等に表示し、無線LAN（WiFi）経由で
iTunes Storeにて購入も可能（ラジオ放送局にとっては新たな収益源!）

Twitter連動
楽曲情報だけではなく、ラジオ放送局の公式Twitterとの連動を行い、
音声と文字による双方向コミュニケーションを実現（従来一方通行だった
ラジオ番組とリスナーの関係を双方向に!）

当社で開発を行ったラジオアプリケーションをご紹介。

OTTAVA
（TBSラジオ）

i-コミュラジ
（CSRA/日本気象協会）

TokyoFM
（エフエム東京）

ラジオNIKKEI
（日経ラジオ社）

TBSニュースサイトの
最新ニュースを表示

番組WEBサイト表示

ラジオプラットフォーム ● ラジオの役割とその先へ

ラジオプラットフォーム ● 地域情報配信としての役割

　当社ラジオプラットフォームを活用したアプリでは、ラジオ番組を流す
だけではなく、番組内で発信される情報を可視化するサービスを行なっ
ております。
　例えば、iPhoneより画面の大きいiPad版のアプリケーションでは、
番組ページに最新ニュースを流したり、番組公式HPを表示したりします。
更にスポンサー企業の広告を掲載することも可能となり、今後、ラジオ 
放送局における新たな収入源の確保につながるビジネスモデルの 
提案をしています。
　またリスナーはラジオ番組を聞きながら、iPad画面に映し出される
様々な情報を同時に取り込むことが可能となり、従来のポータブル 
ラジオ端末では実現できなかったiPadならではのライフスタイルを楽しむ
事になります。

iPad版OTTAVA最新ニュース以外にも
企業広告を表示

　「コミュニティFM for iPhone（i-コミュラジ）」はコミュニティ・サ
イマルラジオ・アライアンス様と日本気象協会様と共同で開発
したiPhone/iPad touch向けラジオアプリケーションで、各コ
ミュニティFM番組を配信を行ないながら、現地のライブ映像や
お天気情報、更に各放送局の公式Twitterアカウントを流し
たりと、単にラジオを聴取できるアプリケーションに留まらず、
地域情報を配信する総合サイトとしての役割を担っています。
　なお、今回の東日本大震災時において、ラジオの果たす
役割が再認識される中で、当社では一人でも多くの皆様の 
情報収集のお役に立てればと思い、有償販売（1本350円）して
いたこのi-コミュラジを無料提供に切り替え提供しております。

　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
ラジオ局様に開放して行くとともに、広告サービスや 
Twitterとの連動など付加価値をつけ、未来のラジオの
形を創造してまいります。1. 放送局公式Twitterへ

2. 放送局からの一言コメント
3. 現地のLive映像
4. 現地のお天気情報
5. イベント等のご当地情報

無料提供中のiーコミュラジ（7月1日より有償）
木村太郎氏が率いるコミュニティ・サイマルラジオ・アライアンス（CSRA）様、
日本気象協会様と共同で開発。CSRA加盟のコミュニティFMラジオ放送局
30局の番組聴取が可能（平成23年6月27日現在）
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平成23年１月、
SOICHA AIR誕生

平成23年2月、
海外版SOICHA

平成23年4月、
国内版SOICHA

■ Twitterプラットフォーム

　新時代のソーシャルツール、Twitter（ツイッター）。
　ユーザー数はうなぎ登りに増え、個人間だけではなく、企
業のプロモーション等にも活用されています。
　当社ではTwitterの可能性と、新たなコミュニケーション
ツールとしての拡張性に早くから着目し、Twitter愛好家の
声を集約し、日本で一番のTwitterアプリを作ることを目的と
し、オリジナルTwitterアプリの開発を進めてきました。
　平成22年に最初の「TweetMe for iPhone」という
iPhone向けオリジナルTwitterアプリケーションを開発し、
株式会社アドバンスト・メディア様の音声認識技術を搭載し 

「iPhoneに向かってつぶやいた言葉がテキスト化され」投稿 
できるというユニークな機能を搭載し、大変話題となりました。
その他TweetMeでは、Twitterユーザーミーティング等を経て
集まったTwitter愛好家の貴重な声を開発に反映したこと
で、様々なメディアで高い評価をいただくことができました。
　平成22年夏には、iPhoneだけではなく、ソフトバンク夏モ
デル携帯に「TweetMe for S!アプリ」が搭載され、誰でも
手軽にTweetMeでTwitterが楽しめるようになりました。

　そして当期では、TweetMeでのノウハウの
収益化に向け、新たに「SOICHA（ソイチャ）」と 
いうTwitterアプリケーションの提供を開始しました。
　SOICHAでは様々なソーシャルサービスや
クラウドサービスと連携をすることで、単なる
Twitterが読める/書けるアプリケーションに留
まることのない、“ソーシャルビューワー”として新
たに生まれ変わりました。またSOICHA/j for 
iPhone（国内版SOICHA）は、提供開始直後
より驚異的なダウンロード数を記録し、、多くの
SNSアプリケーションをおさえApp Store無料 
ソーシャルネットワーキング部門で１位を獲得し、
名実共に日本で一番のTwitterアプリケーショ
ンとなりました。
　平成24年3月期では、SOICHAのソーシャ
ルサービス連携・クラウド連携等の機能を有料
課金モデルとして提供する予定です。

Twitterプラットフォーム ● Twitterを超えたSOICHA、その先へ

平成22年1月、
TweetMe誕生

平成22年夏、
ソフトバンク携帯へ

搭載

Twitterプラットフォーム ● ソーシャルビューワー・SOICHA

App Store無料ソーシャルネットワーキング部門で

他社SNSアプリケーションをおさえ見事に１位を獲得！

Twitter上では世界中の生の声が混在しています。
　 知らない単語もあれば、外国語の投稿もあり、更にイベント
情報や興味深い記事の紹介まで幅広く様 な々情報が入り乱れて 
おり、加えてそれらがタイムライン上でどんどん流れていってしまいます。
　Twitter上に日々流れている貴重な情報を、個人の生活やビジ
ネスでどのように有効活用できるか…
　当社では単にTwitterが出来るアプリケーションではなく、
Twitterが私達の日々の生活の情報基盤となるように、便利な
機能を付加しました。

調べる

連携する

整理する

ワンアクションで可能な検索

WEBサービスとの連携

タイムラインを整理し、見やすく、使い易く

　Twitterで気になる単語があったら、その単語を選
択して、ワンクリックでGoogle・Wikipedia・Amazon等の

多彩な検索サービスに連携し調べることが可能です。
　また国内版iPhoneでは、Yahoo!JAPANと連携し文書から適切
にキーワードを抽出しYahoo!JAPANで検索することが可能です。
　また外国語の投稿はダブルタップで自動翻訳され、どんな投稿
でも読むことができます。

　AIR版ではEvernote・Googleカレンダーなどの
クラウドサービスと連携し、ビジネスにおけるタスクや

スケジュール管理もSOICHAから行なえるようになりました。

Yahoo!JAPAN連携のSOICHA/j for iPhone
文章を選択しiPhoneを振ると、Yahoo! JAPANの
テキスト解析Web APIによりキーワードを 
適切に提示しYahoo!JAPANで検索が可能。

　リストや気になる言葉で検索したタイムラ
インを自分好みに登録、表示が可能。
　AIR版ではタイムラインを一望でき、情報を漏らさず、し
かも簡単にキャッチできます。iPhone版ではフリック1つで
ページ切り替えが簡単に行なえます。
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■連結損益計算書 （単位：千円）

当期 前期

科目 （平成23年3月期）（平成22年3月期）

売上高 1,372,538 2,512,265

売上原価 1,143,958 2,180,632

売上総利益 228,580 331,633

販売費及び一般管理費 615,759 710,181

営業損益 △ 387,179 △ 378,547

営業外収益 22,247 13,352

営業外費用 32,244 75,293

経常損益 △ 397,176 △ 440,488

特別利益 38,722 ー

特別損失 16,314 36,960

税金等調整前当期純利益 △ 374,769 △ 477,448

法人税等 3,569 15,303

当期純利益 △ 378,338 △ 492,752

連結財務諸表

POINT
● 依然として厳しい受注環境が続いていること、並

びにiPhone等スマートフォンを利用した新規事
業の開発及び提案活動に注力したことにより、
売上高1,372百万円（前年同期比45.4％減）、営
業損失387百万円、経常損失397百万円となり
ました。

● なお、平成22年３月末に放送・映像システム保守
事業を売却し、平成23年２月末に放送・映像シス
テム開発・製造・販売事業を売却しており、この売
却による影響を除外して比較すると、売上高は前
年同期比20.1％減となります。

■連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）

当期 前期

科目 （平成23年3月期）（平成22年3月期）

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 308,704 △ 136,946

投資活動によるキャッシュ・フロー 72,162 29,041

財務活動によるキャッシュ・フロー 818,691 △ 332,399

現金及び現金同等物に係る換算差額 ー △ 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 582,149 △ 440,310

現金及び現金同等物の期首残高 129,242 569,552

現金及び現金同等物の期末残高 711,391 129,242

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374百万円の計上及び売上債権の減少192百万

円並びに仕入債務の減少76百万等によるものであり、その結果308百万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、子会社株式の売却による収入62百万円等によるものであり、その結果72

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、株式発行による収入900百万円によるものであり、その結果818百万円の

収入となりました。

（注） 連結子会社でありましたYEMエレテックス株式会社の全株式を平成23年2月28日付で売却し、当連結会計年度に 
おいては連結貸借対照表は作成しておりません

■ セーラー万年筆株式会社様との協業

電子文具事業での業務提携

戦略子会社「セシモ」への技術提供

　セーラー万年筆株式 
会社様の「音声ペン」を
活用したシニア層向け 
電子文具システム開発で
業務提携をしました。
　iPhone等が台頭して
いく一方で、特にシニア 

層には単機能に特化したシンプルなアナログ文具
の「使い易さ」に対する評価もあり、当社とセー 
ラー万年筆株式会社様では、デジタル端末とアナ 
ログ文具の間を埋める新しい電子文具事業に 
おいて、両社の強みを活かし開発を進めています。
　具体的には、地上デジタル放送の全面解禁に
あわせペン型のリモートコントローラーを共同 
開発しており、将来的には家電全般のコントロー

ラーに普及させていく予定です。
　また写真をペンでタッチすることで、ペンから
音声を聞こえるサービスも共同で立ち上げてお
り、遠隔地に住むシニア世代へ簡単に音声つき 
写真を届けることができ、また写真とペンを持ち 
運びどこでも簡単に音声再生が可能となります。
　当社では今後ともセーラー万年筆株式会社様との
協業を進め、シニア層とジュニア
層という異世代間コミュニケー
ションの活性化を「紙」と「ペン」で
実現していきます。またシニア層に 
限らず、若年層や海外市場も 
視野に入れたサービスの拡大を
押し進めていく予定です。

　セーラー万年筆株式会社様の戦略子会社
「セーラーCモール株式会社（略：セシモ）」
のコミュニケーション・プラットフォーム事業で、 
当社の電子決済ソリューションプラットフォー
ムにおけるクレジットカード決済モジュール、 
およびTwitterプラットフォームにおける双方
向コミュニケーション技術の技術提供を行なう
ことになりました。
　セシモのコミュニケーション・プラットフォームでは、スマートフォンやタブレット
端末を活用し、双方向、リアルタイム性のあるプラットフォームをコンテンツ
保有事業者へ提供する予定で、そのプラットフォームの機能として、当社の

技術やノウハウが使われることになります。
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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

負債の部 （平成23年3月期）（平成22年3月期）

流動負債 794,723 941,875

固定負債 282,461 311,667

負債合計 1,077,184 1,253,542

純資産の部 （平成23年3月期）（平成22年3月期）

株主資本 73,474 △ 450,432

　資本金 799,802 348,010

　資本剰余金 790,477 338,685

　利益剰余金 △ 1,515,568 △ 1,135,966

　自己株式 △ 1,237 △ 1,161

新株予約権 3,748 ー

純資産合計 77,223 △ 450,432

負債純資産合計 1,154,407 803,109

科目 当期 前期

資産の部 （平成23年3月期）（平成22年3月期）

流動資産 884,441 368,887

固定資産 269,965 434,222

資産合計 1,154,407 803,109

POINT
● 総資産は、売上高の減少等による受取手形及び売掛金

の減少（123百万円減）、株式の発行による現金及び
預金の増加（656百万円増）、並びに子会社売却に伴
う貸付金の代物弁済及び債権放棄等による関係会社
長期貸付金（貸倒引当金控除後）の減少（372百万円減）
及び有形固定資産の増加（223百万円増）により、前事
業年度末と比べ351百万円増加し、1,154百万円とな
りました。

● 負債は、外注費の減少等による買掛金の減少（58百万
円減）、有利子負債の返済に伴う借入金の純減少（88
百万円減）により、前事業年度末と比べ176百万円減
少し、1,077百万円となりました。

● 純資産は、当期純損失の発生（379百万円）、並びに株
式の発行による資本金及び資本剰余金の増加（903
百万円増）により、前事業年度末と比べ527百万円増
加し、77百万円となりました。

■損益計算書 （単位：千円）

当期 前期

科目 （平成23年3月期）（平成22年3月期）

売上高 875,068 1,318,262

売上原価 801,025 1,177,701

売上総利益 74,043 140,560

販売費及び一般管理費 444,962 504,704

営業損益 △ 370,918 △ 364,143

営業外収益 41,978 34,110

営業外費用 31,906 144,809

経常損益 △ 360,846 △ 474,842

特別利益 200 46,512

特別損失 16,038 36,228

税金前当期純利益 △ 376,684 △ 464,559

法人税等 2,918 1,148

当期純利益 △ 379,602 △ 465,707

POINT
● 依然として厳しい受注環境が続いていること、並

びにiPhone等スマートフォンを利用した新規事
業の開発及び提案活動に注力したことにより、
売上高875百万円（前年同期比33.6％減）、営
業損失370百万円、経常損失360百万円となり
ました。

会社概要（ 平成23年6月27日現在）

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 仙台事業所 〒980-0022　宮城県仙台市青葉区五橋1-1-10 第2河北ビル8階 
 
従 業 員 数 75名 （平成23年3月31日） 
   
資 本 金 799,802千円 （平成23年3月31日）  
   
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 
 
役 員 代表取締役社長 片山　圭一朗
 代表取締役副社長 松本　隆男
 取締役 和田　克明
 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（%）＊

Oakキャピタル株式会社 23,537 61.44 

片山　圭一朗 2,753 7.19 

松本　隆男 1,167 3.05 

米倉　憲久 1,127 2.94 

村松　典子 363 0.95 

最上　剛 142 0.37 

相澤　定見 134 0.35 

斉藤　初江 129 0.34 

菅下　清廣 110 0.29 

守山　尚 103 0.27 

発行可能株式数 49,200株

発行済株式の総数 38,318株
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 （平成23年3月31日現在）

■大株主の状況

＊持株比率は自己株式（8株）を控除して計算しております。
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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。

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： http://www.f l ight .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


