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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を目指します
　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。
　当社グループの平成24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、宜しく
お願い申し上げます。

代表取締役社長　片山 圭一朗

　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本
大震災から徐々に回復しつつあるものの、欧州債務
問題や円高等の影響により不透明感の強い状況が
続いております。顧客側でもIT投資への慎重な姿勢
は続いており、依然として厳しい経営環境にあります。
　このような状況の中、当社グループの強みである
iPhone等スマートフォンを利用した法人向けソリュー
ションの提案を積極的に行うとともに、新規事業で 
あるiPhone等スマートフォンを利用した「電子決済 

ソリューション」の開発及び提案活動に注力致しま
した。また、平成23年12月よりデジタルポスト株式会
社を子会社化し、デジタル郵便事業を開始しました。
　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高
914百万円（前年同期比33.3%減）、営業損失280
百万円（前年同期は営業損失387百万円）、経常
損失309百万円（前年同期は経常損失397百万円）、
当期純損失294百万円（前年同期は当期純損失
378百万円）となりました。

連結 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
売上高 3,514 3,021 2,512 1,372 914

経常損益 5 △ 259 △ 440 △ 397 △ 309
当期純利益 △ 313 △ 253 △ 492 △ 378 △ 294

総資産 1,730 1,749 908 ー 834
純資産 296 42 △ 450 ー △ 216

1株当たり純資産額 25,910円61銭 3,667円48銭 △39,269円85銭 ー △5,755円55銭

1株当たり当期純損益 △27,526円29銭 △22,145円86銭 △43,012円62銭 △25,080円44銭 △7,696円76銭

▲

連結業績ハイライト （単位：百万円）

（注）第24期は連結貸借対照表を作成していないため、総資産、純資産、及び 一株当たり純資産額は記載しておりません。

　「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。 
　私たちは従来培ってきた技術を駆使し、新たな時代の新たな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。

デジタル郵便事業

コンサルティング & ソリューション事業

・ 日本初、iPhoneを
活用したクレジットカード
決済ソリューションによる 
新市場の創造・開拓

・ クレジットカード決済だけ
ではない、店舗向け 
POSソリューションの提供

・ 少数精鋭のクオリティの
高い技術陣に実績豊富な 
大型案件の割合を増やし、
利益貢献を拡大

・ 案件の採算性管理の強化

・ Twitterアプリ「SOICHA」
での様々なサービス連携
による課金サービス開始

・  「SOICHA」や「ラジオ」
プラットフォーム等を活用
した他アプリ連携による
ソリューションの提供

基盤固め、
経費先行の前期から、
今期は更なる成長へ !

スマートフォンとPCから手軽にオリジナルの文章と写真を使った綺麗なカードを送り届けるサービス

・ 当社、Oakキャピタル（株）、（株）日立システムズ、
東京リスマチック（株）、（株）ソフトフロントの合弁会社として設立

・ 平成23年12月 iPhone、Android 及びPC 向けサービス開始
・  平成24年2月 法人向けサービス開始

コア技術の
クオリティを軸とした
高収益事業へと変革 !

・ コンサルティング⇒開発⇒
運用まで完結できる 
ノウハウ

・ 早くから注力した 
スマートフォン、 
各種タブレットの技術

・ システムの利用者を 
意識したUI思想 ＊

 ・ Twitter連携、Facebook 
連携などのSNS制御技術

強みをさらに強く 効率性の改革

×

高収益事業 新規市場の開拓

×
高収益ビジネスを
軸とした
高付加価値事業へと
変革 !

＊ UI思想：利用者の操作性を意識したデータ表示様式、入力方式
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クレジットカード
2010年信用供与額

49兆円

デビットカード
2011年取引高

6,512億円

銀聯カード
2010年国内決済総額

480億円

電子マネー
2011年取引高

2兆円
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9月

2011年
7月

2012年
4月 2012年

秋

IC付き
クレジットカード

日本初！
iPhoneでクレジット・
銀聯カード決済を
実現
またモバイルプリンタ対応

日本初！
iPhoneで
クレジット
決済を実現

日本初！
iPhone、iPod touch、
iPadでのクレジット・
銀聯カード決済を実現

iPhone、iPod touch、iPadで
クレジット・銀聯カードだけではなく
マルチ決済に対応予定 !

?マルチ
決済
端末

多方面で
導入済

+
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●● 電子決済プラットフォーム 新しい決済のカタチを、その手に。
　スマートフォンの普及に伴い、iPhoneや
Androidなどを活用したクレジットカード決済は
2010年より右肩上がりで伸びています。
　この動きはアメリカのみならず、全世界的に
広がっており、2015年には約53兆円まで到達
すると言われております。

　日本でもこの動きは例外ではなく、クレジット
カード利用場所の拡大にあわせ、店舗や企業では
多くの決済端末の需要が期待されます。
　更に企業側では従来の決済専用端末のように
ただ「決済」するだけではなく、iPhoneなどの
機能を使い、「付加価値のある決済」で顧客 
サービスの向上を目指している傾向が強く
なってきています。

　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
決済を行なうソリューション「ペイメント・マイ
スター」を日本で初めて販売し、以後、この市場
でのイニシアティブを取っています。

　今後当社が目指すのは、クレジットだけでは
なく「電子マネー」「デビットカード」「IC付きク
レジットカード」に対応したマルチ決済ソリュー
ションです。
　手の中に納まるコンパクトなソリューション
から、当社は日本全国の決済市場を狙います。

$240

2011 2015
Note: includes mobile payments for digital and physical goods, mobile money transfers and 
near-field communications NFC) transactions
Source : Juniper Research, "Mobile payment Strategies" as cited in press release, July 5, 2011

Mobile Payment Market to Almost Triple in value by 2015  Source: Juniper

平成23年から
平成27年までには
3倍に拡大
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平成23年6月16日　日本経済新聞より
日本クジレットカード協会（平成23年3月）

平成12年 平成22年

21.8兆円

7.0兆円

44.3兆円
4.8兆円

2億3,168万枚

キャッシング

クレジットカード発行枚数 3億2,333万枚
ショッピング

世界での状況

日本でのクレジットカード普及状況

米国での状況
Mobile Payment Volume Worldwide, 2011 & 2015 U.S. Mobile Payaments Gross Volume

日本国内では、家賃、コンビニ、タクシー、保険、
飲食、大手量販店などで広くクレジットカード 
支払いが可能になった影響で、クレジット
カード発行枚数が増加傾向にあります。
このような利用シーンの拡大を後押しする
要因として、iPhoneやAndroidなどのスマート
フォンを活用したクレジットカード決済端末が
あります。お客様の目の前でクレジットカード
決済を手軽にでき、安心・安全・スピーディーが
ポイントとなっています。

当社のターゲット市場と製品ラインナップ

参考
・クレジットカード：社団法人日本クレジットカード協会　・銀聯カード：日経MJ　2011年2月21日
・電子マネー：日本経済新聞　2012年4月26日　・デビットカード：日本デビットカード推進協議会
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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 カスタマイズ項目の設定
・ 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

・  「決済」をタップするとペイ
メント・マイスターが立ち
上がる

・ 他社製の「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
プリンタの印刷に対応

●● ペイメント・マイスターとは

iPhone/iPod touch/iPad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
　当社が保有するiOS向け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、iPod touch､iPad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 
本ビジネスの立ち上げ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/

専用アプリケーション
「ペイメント・マイスター」を
iPhoneにダウンロード

iPhone専用クレジット
カードリーダ
「Marketplace」を装着

レシートの印刷

決済内容の確認

① ② ④

⑤

導入先管理者向け
管理画面で
決済状況の確認が可能⑥

カードリーダにて
カード情報を読み込み
カードリーダにて
カード情報を読み込み③

決済ゲートウェイサービスまで
提供するのは

ペイメント・マイスターだけ！

決済状況の確認が可能⑥

※別途対応プリンタが必要

Bluetooth
モバイルプリンタ

レシートプリンタ

法人利用での業務効率を考えて様々な機能を付加

スマートフォン1台でPC+携帯電話+決済
外出の多い営業マンは常に携帯電話、ノートPC、Wi-Fi、 

カタログ等を持ち歩いています。スマートフォンならそれらを1つに
統合可能です。更にペイメント・マイスターでお手持ちのiPhoneが
決済端末にもなります。

1

iOSだから操作が分かり易い
iPhoneアプリはとにかく「分かり易く」設計されており、

誰でも簡単に操作する事が可能です。従来の決済端末のような
複雑なボタン操作は不要です。

5

iOSだから「連携」ができる
iOSの特長として他社アプリとの連携が可能です。例えば、自社

製品のカタログアプリから、商品を選んだ際、決済部分だけをペイメ
ント・マイスターに連携し、安心・安全な決済を行なうことが可能です。

6

大企業向けだから管理もしっかり
三菱UFJニコス株式会社様ASPサービスと自動連携しており、

決済と売上を紐付ける管理機能および画面も提供しています。 
多くの営業マンを抱える大企業でも安心して導入していただいて
います。

7

銀聯カードにも対応（日本初）
銀聯カード決済では「暗証番号入力」が必須です。つまり 

お客様を決済端末の場所までわざわざ来てもらうことになります。 
ペイメント・マイスターなら接客のその場で暗証番号入力まで 
完了し、顧客満足度の向上につながります。

8

レシート印刷にも対応
Bluetoothプリンタからレシート印刷にも対応。またレシート

だけではなく、受付番号表、訪問時の修理交換控え等、様々な印刷
にも対応が可能です。

4

iPhoneだから見た目が美しい
Apple製品の「見た目」の良さは折り紙付き。従来の決済端

末では実現しえなかったスタイリッシュさを表現することで、導入
企業のブランドイメージを壊すことなく、最先端の機能を搭載。

2

モバイルだから場所にとらわれない
固定決済端末と違い、モバイル決済なので決済の場所に 

縛られる事はありません。テーブルチェックでも、訪問先でも、どこ
でも決済が可能です。

3

営業先の決済も
社内システムに
カンタン連携

カスタマイズ項目も、
管理画面で確認可

●7 三菱 UFJニコス様が提供する
ECカード決済サービス取引状況照会画面 
(管理者用)

リニューアル
OPEN！

ペイメント・マイスターの特長
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iPhoneでも、もちろんiPadでもクレジット決済 『決済がここまで進化していたとは！』

スマートフォンでも万全のセキュリティを実現

ペイメント・マイスターは、

▲分割払いにも対応！

ノートPCの代わりに企業で導入が進んでいるiPad。電子カタ
ログアプリから商品を選び、決済はペイメント・マイスターに
お任せいただくことも可能です。他社アプリとの連携も簡単に
でき、いつでも・どこでも安心、安全な決済を提供しています。

● 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 : 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
PCI DSS準拠の高セキュリティ要件です。

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。

国内 
実用化 
第1号

　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月よりいち早く高セキュリティ「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で、
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。

高級ブティック

某高級外車販売店

某芸能事務所 某有名アパレル

ザ・リッツカールトン沖縄（ホテル）

東急ホテルズ（ホテル）

VIPルーム内での決済
優雅なショッピングのお会計の際、お客様をレジまでお連れする事
なく、お客様の目の前で決済を完了。iPhoneの美しいフォルムが
エレガントなVIPルームと調和し、ブランドイメージとも合い、導入決定。

タイヤ交換、オイル交換等の際に、ラウンジでお待ちいただく間に
その場で決済を実行
最先端の決済端末により、ブランドイメージを壊す事無く、
顧客満足度をアップ。

歌手の全国ツアーのグッズ販売で導入
数日で移動するコンサート会場で、
手軽にレジを開設でき、持ち運びも自由な
コンパクト設計が魅力で導入。

サマーセール会場での特設レジとして利用
仮設会場での短期間のレジ設置でも、複雑な配線が
不要で簡単に持ち運び可能。また従来にはない
使い易さで、店員の業務効率アップ。

ホテル内レストランでのテーブルチェックから、
チェックイン時のデポジット処理として幅広く利用。

宴会場での支払いから、貸衣装、美容室、イベントでの臨時レジとして利用。

・訪問販売業
・旅行代理店

・プロスポーツ競技場でのグッズ販売
・高級ホテルチェーン
・高級ブティック など

・コンサート会場
・イベント会場

・地域特産物取扱店
・観光者向けタクシー など

iOSを活用する事で
業務効率がアップ
更に決済も可能に!

1台でクレジット & 銀聯カードに
対応可能なコンパクト決済で

新たな需要の創出

導入事例の
ご紹介

既存端末からの置き換え需要 新規需要

iPhoneのみならず、
iPad、iPod touchでも決済が可能です。



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

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

平成23年8月
プレミアムサービス
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　「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。

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 ●● Twitterプラットフォーム

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

　気になる単語を選択して、ワンクリックで Google・Wikipedia・
Amazon等の多彩な検索サービスに連携 !　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。

　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
行なえます。更にプレミアムサービスを利用することで、Facebook、
Gmail、Googleリーダとの連携も実現し、SOICHAを通じて様々な情報を
集約する事ができます。

　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、表示ができます。
またSOICHA会員登録を行うと、AIR版で設定した環境がiPhone、
Androidでも同期可能です。

Yahoo!JAPAN連携の SOICHA/j for iPhone

調べる

整理する

連携する

　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、政治家、有名人、有名社長、宇宙飛
行士などあらゆるジャンルの、国境を越えた老若男女が幅広く活用し
ています。また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、1つのソーシャル「メディア」として地位を確立しています。

　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、平成22年に「TweetMe for iPhone」を
開発、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」が搭載しました。

　平成23年には、TweetMeでのノウハウの収益化に向け、新たに
「SOICHA（ソイチャ）」シリーズを次々に発表し、提供開始直後より

驚異的なダウンロード数を見せ、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1番のTwitterアプリケー
ションとなりました。またSOICHAでは、平成23年8月より他社ソーシャル
サービス連携・クラウド連携等の機能を有料課金モデル「プレミアム
サービス」として提供しています。

SOICHA AIR版

海外版SOICHA 国内版SOICHA



●● デジタル郵便事業

モバイル端末から
手紙が送れる。

お客様へ
PCから
DMが送れる。 DM
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コミュニケーション流通の潮流 海外のデジタル郵便の潮流

・ 郵便物の流通量が減少傾向にある一方で、 
Eメール、SNS含め、コミュニケーション流通は
成長／活性化を継続している。

・ コミュニケーション流通を後押しするインフラで
ある、スマートフォン／タブレットの躍進が顕著。

・ 海外では、既に、ドイツポスト、 オランダ PostNL、
ニュージーランドポスト、カナダポスト、USポスト
など先進国の郵便事業会社が、スマートフォン、
タブレット、PCを通じた郵便配信事業を開始。

・ 米アップルも 2011年 10月より、グリーティングカード
配信サービスである、「Cards」を開始している。

デジタルポスト社を設立し、デジタル郵便事業を推進（当社の連結子会社として推進）

大切なあの人へ、あたなの「思い」や「気持ち」を手紙にして届けます。

デジタル郵便事業を通じて、新たな市場を創造する

とは

スマートフォンとパソコンから簡単にオリジナルカードを作成

もらって嬉しい簡単に使える想いが届く

友人への「誕生日カード」「季節
の便り」や「クリスマスカード」、
家族への「母の日カード」など、
大切なあの人へ、あなたの「思
い」を伝えたいと思ったら、いま
すぐその場から Live Card を送り
ましょう !

その場の楽しさを記念写真に
して、好きなデザイン、メッセー
ジを添えてカードが完成です。
あとは送り先の 住 所を入れて 
送りましょう !

最高級のカード紙、最新の印刷
技術で、あなたのメッセージを
送り届けます。高精細な出来栄
えに、あなたの「思い」をのせ
ているからこそ、もらって嬉しく、
永く保管したくなることでしょう。

手紙・ハガキ
国内年間

約190億通

SNS
Facebook/世界
約7億人
国内SNS上位3社
約8,000万人

デジタル郵便による
コミュニケーション市場

Eメール
国内年間

約1800億通

商号 デジタルポスト株式会社

代表者等

取締役会長　宇田 好文 
（元NTTドコモ代表取締役副社長）

代表取締役　磯村 康典

代表取締役　片山 圭一朗

設立日 平成23年9月9日

資本金
資本金25百万円

資本準備金25百万円

株主構成

当社 40%
Oakキャピタル（株） 30%

（株）ソフトフロント 10%
東京リスマチック（株） 10%

（株）日立システムズ 10%

サービス
内容

手紙郵送サービス（アプリ名「Myレター」）

DM・ビジネスレター郵送サービス 
（サービス名「LiveCard DM」）

・平成 23年 9月 デジタル郵便事業を担うデジタルポスト社に出資
・平成 23年 12月 デジタルポスト社を連結子会社化
・平成 23年 12月 iPhone、Android 及び PC 向けサービス「LiveCard」をリリース
・平成 24年 2月 法人向けサービス「LiveCard DM」をリリース
・デジタルポスト社の取締役会長に宇田好文氏（元 NTTドコモ代表取締役副社長）が就任
・ 平成 24年 4月 今期に入り、東京リスマチック株式会社と戦略的提携

supported By

デジタルポスト社 概要
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●● 連結財務諸表

● 連結貸借対照表 （単位：千円）
（当期末：平成24年3月期末）

● 連結損益計算書 （単位：千円）
（前期:平成23年3月期、当期：平成24年3月期 ）

● 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）
（前期:平成23年3月期、当期：平成24年3月期）

科目 前期 当期

売上高 1,372,538 914,805

営業費用 1,759,718 1,194,946

営業損失 △ 387,179 △ 280,141

営業外損益 △ 9,997 △ 29,469

経常損失 △ 397,176 △ 309,610

特別損益 22,407 ー

税金等調整前当期純損失 △ 374,769 △ 309,610

法人税等 3,569 2,220

少数株主損益調整前 
当期純損失

△ 378,338 △ 311,831

少数株主損失 ー △ 16,968

当期純損失 △ 378,338 △ 294,863

POINT
● 当社グループの強みであるiPhone等スマートフォンを利用した

法人向けソリューションや、電子決済ソリューション「ペイメント・
マイスター」の売上等により、営業損失の赤字幅が107百万円
改善しております。

● 平成23年12月に開始したデジタル郵便事業「Live Card」の
立ち上げのための投資が先行して発生しております。

● 少数株主損失は、子会社であるデジタルポスト株式会社の
少数株主が負担する損失であります。

POINT
● 前期において、連結子会社であったＹＥＭエレ

テックス株式会社の全株式を売却したことか
ら、前期末は連結貸借対照表を作成しており
ません。

● 平成23年12月より、支配力基準に基づきデジ
タルポスト株式会社を子会社化し、同社の貸
借対照表を連結しております。

POINT
● 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失309百万円の計上及び売上債権の増加66百万円等に

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、 関係会社株式の取得による支出20百万円等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、 借入金の返済による支出58百万円によるものであります。

科目 前期 当期

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 308,704 △ 367,892

投資活動によるキャッシュ・フロー 72,162 △ 16,571

財務活動によるキャッシュ・フロー 818,691 △ 58,831

現金及び現金同等物の期末残高 711,391 315,938

科目 当期末

流動資産 569,496

固定資産 265,474

資産合計 834,971

流動負債 781,408

固定負債 270,308

負債合計 1,051,717

株主資本 △ 219,294

その他の包括利益累計額 △ 1,200

新株予約権 3,748

純資産合計 △ 216,746

負債純資産合計 834,971

セグメント別概況

コンサルティング&ソリューション事業

サービス事業

デジタル郵便事業

・ 既存顧客を中心としたシステム開発及び保
守、自治体向けのコンサルティング、並びに
iPhone等スマートフォンを利用した法人向け
ソリューションの提供。

・ プロパー人員の有償稼働率の向上、案件の収
支管理や外注管理の徹底によりプロジェクト
収支が改善し、営業利益は前期比106百万円
増の大幅増益。

・　 「電子決済ソリューション」や「Twitter」のプラット
フォームサービスの開発及び提案活動を展開。

・　 「電子決済ソリューション」については、一括で
1,000台近い導入を実現した案件があり、催事
場や飲食店等でも導入件数が増加。

・ i P h o n e 、A n d r o i d 及 び P C 向 け サ ービス
「LiveCard」を昨年12月に開始し、法人向けサー

ビス「LiveCard DM」を本年2月にリリース。

・ サービス開始から間もないため、開発及びプロ
モーション費用が先行して発生。

・ 事業立ち上げのためのソフトウェア開発費を
一括費用処理することとなり、大幅な営業損
失を計上。

807,249
836,265

156,285

当期前期

当期前期

49,752

□ 売上高（単位：千円） □ 営業利益（単位：千円）

67,818

78,347

当期前期

当期前期

△168,221

△97,165

□ 売上高（単位：千円） □ 営業利益（単位：千円）

当期

192

当期

当期

△96,955

□ 売上高（単位：千円） □ 営業利益（単位：千円）
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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 〒 1 5 0 - 0 0 1 3　　東京都渋谷区恵比寿4-6-1 恵比寿MFビル3階
　仙台事業所　 〒 9 8 0 - 0 0 2 2　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 64名 （平成24年3月31日） 
   
資 本 金 799,802千円 （平成24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 大瀧　昌三

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 

マネックス証券株式会社 225 0.59 

渋田見　勝俊 160 0.42 

奥津　利彦 150 0.39 

最上　剛 142 0.37 

飯田　政行 141 0.37 

発行可能株式数 150,000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）

■大株主の状況

●● 株主メモ会社概要 （平成24年6月27日現在）

株主の状況 （平成24年3月31日現在）

*持株比率は自己株式（8株）を控除して計算しております。

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
みずほ信託銀行　証券代行部

電話お問い合わせ先 0120-288-324（フリーダイヤル）
（土・日・祝日を除く9:00 〜 17:00）

各種手続きお取扱店
（住所変更、株主配当金受
取り方法の変更等）

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

　プラネットブース （みずほ銀行内の店舗）

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行　本店および全国各支店
みずほ銀行　本店および全国各支店（みずほインベスターズ証券では取次のみとなります）

ご注意

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・各種手続きお取扱
店をご利用ください。

特別口座では、単元未満株式の買取、買増以外の株式売
買は出来ません。証券会社等に口座を開設し、株式の振
替手続きを行なっていただく必要があります。
みずほインベスターズ証券で単元未満株式の買増請求を
される場合には、事前にみずほ信託銀行が指定する口座
に送金していただく必要があります。

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。）
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メモ 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： http://www.f light.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


