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私たちフライトグループとは
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フライトグループとは

放送・映像システム開発・製造・
販売事業

放送・映像システムの開発・製造・販売

放送・映像システム保守事業

放送・映像用システム/機器の修理・

定期点検・技術業務請負

システムコンサルティング事業

デジタル放送・デジタルメディア
関連向け及び地方自治体向けの
システムコンサルティングサービス事業

システムインテグレーション事業

JavaやRubyのソフトウェア技術を
活用した地方自治体の電子政府化
関連や地銀・一般企業向け各種
システム開発事業
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会社・事業所 マップ

(株) フライトシステムコンサルティング

SIセンター（仙台）

(株) フライトシステムコンサルティング

福岡営業所

(株) フライトシステムコンサルティング

恵比寿本社

YEMエレテックス（株）

大阪本社・事業所

YEMエレテックス（株）

厚木事業所

（株）トラスティ・エンジニアリング

厚木本社
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1．平成21年３月期 業績概況
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1．前期の業績
① 単体業績

＜単体＞ 2008年3月期 2009年3月期 前期比（％）

売上高 1,981 1,555 △ 21.50

営業利益 113 △ 192 -

経常利益 101 △ 195 -

当期純利益 △ 530 △ 203 -

米国の金融危機に端を発する景気減速により、顧客側でIT投資を控える傾向が
見られ、非常に厳しい受注環境となりました。

受注時期の遅れ等により当期中に売上計上に至らず、期ずれになった案件が多く
発生しております。

また、民間企業の経営環境が悪化する中、官公庁をターゲットとする競合他社が
急増し、受注競争(価格競争)が激化した結果、電子自治体案件の受注が予想を
下回る結果となりました。

（百万円）



1 前期の業績1．前期の業績1．前期の業績
② 連結業績② 連結業績② 連結業績

＜連結＞ 2008年3月期 2009年3月期 前期比（％）＜連結＞ 2008年3月期 2009年3月期 前期比（％）

売上高 3,514 3,021 △ 14 00売上高 3,514 3,021 △ 14.00

営営業利益 24 △ 234 -

経常利益 5 △ 259経常利益 5 △ 259 -

当期純利益 △ 313 △ 253 -
（百万円）

当期純利益 △ 313 △ 253
（百万円）

連結子会社のＹＥＭエレテックス株式会社は、買収後、営業赤字が続いておりました連結子会社のＹＥＭエレテックス株式会社は、買収後、営業赤字が続いておりました

営業黒字が、経営再建策の実施により、当下半期は42百万円の営業黒字を計上するが、経営再建策の実施により、当下半期は42百万円の営業黒字を計上する

ことができましたことができました。

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
諸施策並びに新 資金 達 検討 行 引続ための諸施策並びに新たな資金調達の検討を行っており、引続きメインバンクからはた 諸施策並び 新たな資金調達 検討 行 り、引続き クからは

継続的かつ前向きなご支援を頂いております継続的かつ前向きなご支援を頂いております。
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1 前期の業績1．前期の業績1．前期の業績
③ セグメ ト別概況③ セグメント別概況③ セグメント別概況

売上高 1 081百万円売上高： 1,081百万円（前年同期比24.4％減）
ｼｽﾃﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 営業損失： 2百万円（前年同期は営業利益211百万）
ｼｽﾃﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ

顧客のIT 投資を控える傾向が予想以上に強く 受注時期の遅れや期ずれが発生 民間の経営環境悪化に顧客のIT 投資を控える傾向が予想以上に強く、受注時期の遅れや期ずれが発生。民間の経営環境悪化に
より 官公庁をターゲットとする競合他社が急増し 受注競争(価格競争)が激化した結果 電子自治体案件より、官公庁をターゲットとする競合他社が急増し、受注競争(価格競争)が激化した結果、電子自治体案件
の受注が予想を下回った また提案活動を積極的に実施し販売費増加 優秀なコンサルタントの増員に伴いの受注が予想を下回った。また提案活動を積極的に実施し販売費増加。優秀なコンサルタントの増員に伴い

般管理費が増加一般管理費が増加。

売上高： 725百万円（前年同期比14.7％減）

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚ ｼ ﾝ
売上高： 725百万円（前年同期比14.7％減）

営業利益： 93百万円（前年同期比45 7％減）
ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 営業利益： 93百万円（前年同期比45.7％減）

第１四半期は比較的厳しい受注環境とな たが 第２ ３四半期では受注状況が改善し 売上及び営業第１四半期は比較的厳しい受注環境となったが、第２・３四半期では受注状況が改善し、売上及び営業
プ利益はほぼ前年同期並みの水準を確保。しかし、第１四半期をカバーしきれず、いくつかのプロジェクトで

収支が悪化し通期は前年を下回った。

売上高 747百万円放送 映像ｼｽﾃﾑ 売上高： 747百万円（前年同期比9.2％減）

営業損失
放送・映像ｼｽﾃﾑ

営業損失： 82百万円（前年同期は営業損失149百万円）開発・製造・販売事業開発 製造 販売事業

主要顧客である放送局自体の広告収入減少の影響等により 前連結会計年度と比べ厳しい受注環境主要顧客である放送局自体の広告収入減少の影響等により、前連結会計年度と比べ厳しい受注環境。
従来からの放送局向けビジネスだけでなく ｲﾝﾀ ﾈ ﾄ事業者や官公庁など放送局以外の業界に対しても従来からの放送局向けビジネスだけでなく、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ事業者や官公庁など放送局以外の業界に対しても
積極的に ﾟ ﾁするなど ｸﾞ ﾟ 総力を挙げて受注獲得 ため 提案活動を展開 人員削減等による積極的にｱﾌﾟﾛｰﾁするなど、ｸﾞﾙｰﾌﾟの総力を挙げて受注獲得のための提案活動を展開。人員削減等による
コスト削減を徹底。

売上高： 718百万円売上高： 718百万円（前年同期比0.3％増）

営業利益 40百万円放送・映像ｼｽﾃﾑ保守 営業利益： 40百万円（前年同期比29.8％減）
放送・映像ｼｽﾃﾑ保守

受注は堅調に推移。従来から継続して受注している高採算の案件に関してｺｽﾄﾀﾞｳﾝ要求なども出てきており、
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受注は堅調に推移。従来から継続して受注している高採算の案件に関してｺｽﾄﾀ ｳﾝ要求なども出てきており、
全体として粗利率がやや低下。引き続き新規の高採算案件の受注拡大へ向け営業活動を展開中。Copyright ©  2009 FLIGHT SYSTEM CONSULTING Inc. All rights reserved全体として粗利率がやや低下。引き続き新規の高採算案件の受注拡大へ向け営業活動を展開中。
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2．平成21年３月期 トピック
経営面
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2．前期のトピック 経営面

継続企業の前提に関する注記
連結子会社であるＹＥＭエレテックスが前々期に続き前期累計で赤字を
出したこと、及び単体業績で赤字を出したことにより、継続企業の前提に
関する注記を付けております。

経営責任の明確化
業績悪化に伴い取締役の経営責任を明確にするため、役員報酬の減額を
実施し、今期上半期も継続の予定です。

ＹＥＭエレテックス下期 黒字化達成
2008年10月にYEMエレテックス経営再建計画を策定し、抜本的な
経営改善に努めてまいりました。
その結果、大幅なコスト削減と収益の拡大を実現し、下半期売上高は
429百万円(前年同期比4.4％増)、下半期の営業利益は42百万円

(前年同期は営業損失60百万円で前年同期比103百万円の改善)となり、下半期の営業黒字を

達成しました。



2．前期のトピック 経営面2．前期のトピック 経営面

 株式の上場時価総額について 株式の上場時価総額について
2009年１月の上場時価総額が３億円未満となり、東京証券取引所の
有価証券上場規程では、９ヶ月以内に月間平均時価総額及び月末有価証券 場規程 、 月以内 月間平均時価総額及 月末
時価総額が３億円以上とならないときは、上場廃止になる旨規定されて
います。（注）2009 年１月13 日に東京証券取引所により、本年12 月末までの間、時価総額の基準は５億円から３億円に変更済み

本件に関し 業績回復と財務体質の向上が回復のポイントであると考えて本件に関し、業績回復と財務体質の向上が回復のポイントであると考えて
おります。

 事業面では事業計画達成のため グル プ 丸となり営業活動の強化 事業面では事業計画達成のため、グループ一丸となり営業活動の強化、
コスト削減、プロジェクト管理の徹底等の諸施策を推進しております。
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2．前期のトピック 経営面2．前期のトピック 経営面

 財務面での施策としては 下記を実施しております 財務面での施策としては、下記を実施しております。

 2008年11月に株式会社朋栄のグループ会社の株式会社朋栄ホール
ディングスから300百万円の資金借入れディングスから300百万円の資金借入れ

 2009年２月に、株式会社日本政策金融公庫から劣後ローンによる
200百万円の資金調達200百万円の資金調達
15年後の一括償還で、金融機関の査定上自己資本に算入できる極めて自
己資本に近い形で活用する事ができる資金です。己資本 近 形 活用する事が きる資金 す。

 2009年4月に株式会社三井住友銀行より80百万円の融資

これら資金調達により、手元流動性が向上し既存取引銀行との関係も
より良い形での継続支援が得られるものと考えております。
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2．平成21年３月期 トピック
事業面



        

2．前期のトピック 事業面
天神・大名ＷｉＦi化計画

• スマートフォン、iPhone/iPod touchなど
WiFi に対応した端末を使って、無線ネット
ワークを張り巡らせた街の地域限定情報
をGET！

• その場に行かないと見れない情報、その
場にいるからこそ価値ある情報を発信

無線LAN（ＷｉＦｉ）環境で、天神・大名の地域限定情報をGET！

■ビッグマーケットに出展

2008年7月22日（火）、23日（水）
の2日間、アクロス福岡にて開催さ
れた「ビッグマーケット」に出展

■アジア太平洋フェスティバルに
出展

2008年10月9日（木）から10月13
日（祝）までの5日間、福岡市役所前
の「ふれあい広場」にて開催されたア
ジア太平洋フェスティバルにブースを
出展

■市役所前広場を
完全無料開放

天神・大名WiFi化協
議会では、市役所西
側の「ふれあい広場」
を実証実験の一環と
して、2009年3月末
までの期間限定で完
全無料開放いたしま
した。
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コンセプト

• 同県が募集した次世代メディア技術を活用した共同研究

• 公衆無線インターネット環境を構築し、観光客等に観光情報等を
提供する実証実験

ご当地情報配信により、地域振興へ貢献！

2．前期のトピック 事業面
佐賀県との共同研究

• 唐津駅周辺に無線ルータ27か所設置

• iPod touchを観光客等に貸し出し、使用状況を把握し、
公衆無線インターネット の利用可能性を探る

2008年8月に佐賀県から正式発表！実験内容
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• 天神・大名での実証実験の結果、
『天神・大名WiFi化協議会』を福岡で設立！

• 取締役 コンサルティング事業部長が

事務局長に就任！

• この協議会をリードしビジネスへつなげて
まいります。

『天神・大名WiFi化協議会』の立上げに参画
ビジネスへつなげていきます！

天神・大名ＷｉＦｉ化とは？

福岡・天神の街に無線ネットワークを張り巡らせ
て地域限定の情報を発信し、もっと楽しい天神・
大名にしちゃおう！ というプロジェクト

2．前期のトピック 事業面
天神大名WiFi化協議会 事務局長



        

iPhone／iPod touch へ向けた
新ビジネスの創出！

• これまで実証実験を続けてきた iPhone／iPod touch を
活用したインターネットラジオのソリューション！ラジオを
持っていなくともラジオが聴ける、そんな世界を実現します。

• ラジオで聴いた曲をそのままネットでダウンロード購入でき、
そしてその収入を放送局にも配分できる放送局にとっても
新しいビジネスを創出します。

• ここまで培ってきた iPhone／iPod touch、WiFi などの技術
をここから続々とビジネスに展開してまいります。

新ソリューションiPhoneラジオ！

iPod touch
iPhone

無線LAN
（WiFi）



        

ソフトバンクBB様主催で「iPhoneビジネスセミナー」が開催されました。

当社では2008年4月より、福岡県天神・大名WiFi化プロジェクトで
米アップル社「iPhone」を活用した実証実験を行い、
今後はこの実証実験を通じて得たノウハウを使って、ビジネスへの
展開を進めております。

当日のセミナーでは法人様を対象とし、当社代表取締役 片山が
「iPhone開発ワークフロー」と題し、「iPhone」ビジネスの可能性と
開発の勘どころについて講演いたしました。

2009年3月24日（火） 「iPhoneビジネスセミナー」 （ソフトバンクBB様主催）
当社代表取締役社長 片山が講演

2．前期のトピック 事業面
iPhoneビジネスセミナーでの講演

代表取締役社長 片山 圭一朗

iPhone / iPod touch



        

2．前期のトピック 事業面
ｸﾘｴｲﾃﾞｨﾌﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ S:III:S設立

• 2008年10月20日クリエイティブ・ブランド 【Ｓ：ＩＩＩ：Ｓ】（ｼｰｽﾞ）を 設立
し、精力的に活動しています。すでにいくつもの案件を受注しております。

• デザインの視点で、企画・戦略・制作を行い、コンサル事業、SI事業、
メディア事業などとのシナジー効果により、新しいビジネス領域を広げて
まいります！

• 福岡 西鉄設立100周年記念天神まちづくり展
に出展し、「天神の未来を考えよう」をテーマに
したコーナーに 【ルールの算数】を展示。

• S:III:Sはこの【ルールの算数】の企画から出展ま
でトータルでコンサルし、当日のイベント運営を行
いました。

最近では以下のイベントに関わりました！
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当社では2001年より米国サン・マイクロシステムズ
からSolaris x86のOEM供給を受けており、また
Solaris x86上のクラスタリングソフト『Flight Total 
Cluster』を発表し、数々のシステムに導入してまい
りました。

このFLIGHT Total Clusterを中心にSolaris on x86
の利用価値と最新ソリューションをあますところなく
紹介いたしました。

2．前期のトピック 事業面
Solaris Innovation Forumで講演

2008年6月5日（木） Solaris Innovation Forum (SCB主催）
当社代表取締役社長 片山が講演

• Solaris on x86 を活用したビジネス創造のため業界42社が集
結したコミュニティ

• 2001年から Solaris x86 に取り組み、FLIGHT Total Cluster 
を立上げてきた当社にとっては大きなビジネスチャンス！

SCBとは

代表取締役社長 片山 圭一朗
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2．前期のトピック 事業面
Total Cluster ver2.1発表

2008年10月27日
FLIGHT Total Cluster Version 2.1を発表

2008年11月1日より販売開始!

Version 2.1Version 2.1

• すでにデルコンピュータ社のiSCSI ストレージ「EqualLogic PS5000 シリーズ」との
接続検証を行い、ベンチマークテストでも非常に高いパフォーマンスを
記録しております。

• また今回のニュースリリースに際し、
サン・マイクロシステムズ株式会社
マーケティング統括本部
執行役員 統括本部長 九里 禎久様より
コメントを頂戴しております。

サン・マイクロシステムズ主催のコミュニティ活動、
並びに本バージョンアップにより、

Total Clusterの更なる拡販を目指します！



        

2．前期のトピック 事業面
OSACフレームワーク

• 2009年1月14日、OSACフレームワークが総務省推進の「地域情報プラットフォーム」に
準拠登録され、正式に国の推奨するフレームワークとして認定されました。

• これにより、各自治体のOSACフレームワークの適用が促進され、自分で開発
フレームワークをもたない地場ベンダー等の利用も促進される見込みです。

• 当社では自治体の本フレームワーク適用による売り上げの向上、および関連
コンサルティング案件の取得が期待できます。

多くの自治体で稼働実績が豊
富な鳩ヶ谷基盤の共通機能
等をもとに、当該自治体様に
必要な共通機能の検討が確
実かつ迅速に検討できます。

地域情報プラットフォームに準
拠しながら、オープンでコスト
ダウンが可能な基盤の調達が
可能な仕様書の作成が可能
です。

OSACテンプレートで定義
されている統合DBのレイ
アウトを元に、地域情報
プラットフォームに準拠し
た統合DBの設計が可能
となります。
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【参考】OSACフレームワークとは

• 政府が掲げる「e-Japan戦略II」（2003年7月、IT戦略本部決定）を加速させ「2005年
までに世界最先端のIT国家になる」との目標を実現するために、各自治体に
おいて様々な取り組みが開始

• その中で、各自治体が共通して利用しているシステムを、オープンソースを
活用して標準化したのが「OSACフレームワーク」
（総務省 「地域情報プラットフォーム」＆福岡県 「電子自治体共通化技術標準」に準拠）

• 当社ではOSACフレームワークのシステム導入コンサル、及び実際の構築
運用・保守の支援サービスを提供

• 特徴は以下４つ

オープンソースを利用
オープンソースウェアミドルウェアに、福岡県電子自治体共
通化技術標準のライブラリーに公開されている鳩ヶ谷モデル
を組み込み

圧倒的な低コスト！（低イニシャルコスト＆ランニングコスト）

オープンソースの活用により、OSACフレームワークは無償で提供！
（OSACサイトから無償でダウンロード可）

長期間に渡り運用維持が可能

導入工数を大幅に削減
基盤設計を行う必要がなく、各種手順書等のドキュメントも提供される
ため、構築作業を大幅に効率化

機能、性能、信頼性、セキュリティ等は検証済みのソフトウェア構成が
提供され、インストーラにより約10 分程度で導入可能

安心の保守サービス付き
５年もしくはそれ以上の期間、ワンストップのサポートサービス
付き 自治体が安心して導入・維持できる各種サービスを
提供 ！

※本ソリューションは（株）三井物産戦略研究所、（株）野村総合研究所、
（株）電通国際情報サービスの3社と共同で提供してまいります。



2 前期のトピック 事業面2．前期のトピック 事業面2．前期のトピック 事業面
オ プ スビジネス協議会 参画オープンソースビジネス協議会へ参画オープンソースビジネス協議会へ参画

2008年6月4日2008年6月4日2008年6月4日
オ プンソ スビジネス協議会（OBCI）へオープンソースビジネス協議会（OBCI）へ協議会（ ）
参画いたしました参画いたしました。

オープンソースビジネス協議会とは オープンソースソフトウェアを企業が十分に活用オープンソースビジネス協議会とは、オープンソースソフトウェアを企業が十分に活用
できる環境の整備に取り組むために設立された団体ですできる環境の整備に取り組むために設立された団体です。

（参画企業：SRA OSS Inc 日本支社 （株）電通国際情報サ ビス （株）野村総合研究所）（参画企業：SRA OSS, Inc. 日本支社、（株）電通国際情報サービス、（株）野村総合研究所）

当社はOSAC フレ ムワ クを使った電子自治体の共通基盤システムの共同利用を当社はOSAC フレームワークを使った電子自治体の共通基盤システムの共同利用を
推進しており これら レ ムワ ク 更なる普及も目指し オ プンソ ス 特徴や推進しており、これらのフレームワークの更なる普及も目指し、オープンソースの特徴や
利点、注意点、活用ノウハウ、事例、疑問などに関する情報を提供するために、OBCI利点、注意点、活用ノウハウ、事例、疑問などに関する情報を提供するために、OBCI 
が主催するセミナーや展示会 有償サポート 研修などに積極的に参加し オープンが主催するセミナーや展示会、有償サポート、研修などに積極的に参加し、オープン
ソ ス関連のビジネスを拡大していきますソース関連のビジネスを拡大していきます。
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2 前期のトピック 事業面2．前期のトピック 事業面2．前期のトピック 事業面
OBCI限定 ITトレ ドセミナ に参加OBCI限定 ITトレンドセミナーに参加OBCI限定 ITトレンドセミナーに参加

2009年3月13日（金） 「2009年度のITトレンドセミナー」 （OBCI主催）2009年3月13日（金） 「2009年度のITトレンドセミナ 」 （OBCI主催）
当社取締役 杉山がパネルデ スカッシ ンに参加当社取締役 杉山がパネルディスカッションに参加

当社が参画しているオ プンソ スビジネス推進協議会（略称OBCI） 主催で当社が参画しているオープンソースビジネス推進協議会（略称OBCI） 主催で、
仮想化や最新開発手法など、2009年度のＩＴトレンドとオープンソースの動向について仮想化や最新開発手法など、2009年度のＩＴトレンドとオ プンソ スの動向について
大胆に予測するOBCI会員限定セミナーが2009年3月13日開催されました大胆に予測するOBCI会員限定セミナーが2009年3月13日開催されました。

当日のパネルディスカッションには 当社取締役 杉山隆志 及びこの業界をリードする当日のパネルディスカッションには、当社取締役 杉山隆志、及びこの業界をリードする
まつもとゆきひろ氏 ひがやすを氏などが参加しまつもとゆきひろ氏、ひがやすを氏などが参加し、

IT Pro3月15日号に関連記事が掲載

オープンソースビジネスについて議論を
IT Pro3月15日号に関連記事が掲載

オ プンソ スビジネスについて議論を
交わしました交わしました。
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コンサルティング事業部 取締役
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2．前期のトピック 事業面
自治体セミナーで講演

IT関連の調達方法に関する勘所とポイントを説明。どのような観点でIT調達をし、
契約をすれば、意図したものを調達でき運用まで含めて必要最小限のコストに
出来るか、今までの調達に関するコンサルティングの実績から、本当に役立つ
勘所を紹介いたしました。

2009年1月15日（仙台）・1月16日（札幌）「自治体のIT調達のノウハウ・ドゥハウ」
当社取締役 杉山が講演

コンサルティング事業部 取締役
杉山 隆志
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2．前期のトピック 事業面
AIPの事務局を担当

• 高度IT人材アカデミー（AIP)は、福岡県のIT戦略の柱の一つとして、麻生知事の
熱い想いの下、福岡におけるIT人材育成を戦略的に行い、IT活用で地域活性を
促進するために設立されたNPO団体です。

• 今年度よりAIP事務局は当社福岡営業所にて運営しており、当社社長 片山が
理事として参画しております。

＜理事一覧＞

＜麻生知事からのコメント＞

＜麻生塾/麻生 泰氏からのコメント＞

http://www.npo-aip.or.jp/
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2．前期のトピック 事業面
AIP 5周年記念セミナーにて講演

2009年４月３日（金） 「高度IT人材アカデミー5周年記念セミナー」 （AIP主催）
当社取締役 杉山が講演

当社が参画しているNPO高度IT人材アカデミー（略称AIP） 主催で
2009年4月3日（金）アクロス福岡 国際会議場でセミナーを開催いたしました。

当日は、サンマイクロシステムズの創始者の一人であるBill Raduchel氏を迎え、
『福岡県から発信する新たなネットワーク社会の未来』と題して、福岡発の
今後のネットワークの未来についての講演を行いました。

当社からは、取締役 杉山隆志が、AIP副事務局長として
福岡県天神・大名で行われている「天神・大名WiFi化PRJ」についての
講演を行いました。

コンサルティング事業部 取締役
杉山 隆志



        

2．前期のトピック 事業面
「福岡Rubyビジネス拠点推進会議」設立支援

• Ruby（ルビー）とはソフトウェア開発に使われる
プログラミング言語の一つで、非常に手軽に
プログラムを変えられるということで、
特にウェブサイトの開発などに最適と
されています。

• このRubyを活用した企業活動を積極的に
支援することで、福岡を『全国No.1の
Rubyビジネスの拠点』にすることを目標に
「F-Ruby」が設立されました。

• 麻生知事を名誉会長に据え、積極的な活動
を展開しております。

• 当社は理事（Rubyビジネス・コモンズ加盟）と顧問と
いう立場でこの設立を支援してまいりました。

麻生知事の
定例会見でも
取り上げられました！

「福岡Rubyビジネス拠点推進会議」（F-Ruby）の設立支援
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2．前期のトピック 事業面
株式会社朋栄との協業

株式会社朋栄 （非上場）

代表取締役社長 清原 慶三
本社： 東京都渋谷区恵比寿3丁目8番1号

電子機械器具、電子応用機械器具及び電子計測器、
電子情報処理装置の開発・製造販売

2008年11月12日
株式会社朋栄と業務提携を締結し、協業を進めております

朋栄は放送機器、産業用映像機器の開発・
製造・販売を行う専業メーカーで、放送機器
分野において制作系機器を中心に製品だけ
でなく、システムの設計、施工、保守に至る
まで総合的事業展開を行っております

• 業務提携締結に伴い、当社コンサルティング事業部、
子会社YEMエレテックス、並びに保守子会社トラスティ・エンジニアリング
の3社がそれぞれ（株）朋栄との協業案件を進めております。

• 引き続き当社グループの持つノウハウと、朋栄の持つ技術力・営業力の
融合により、付加価値の高い提案活動、営業活動を行ってまいります。



        

■国内の拠点

・本社：東京都渋谷区

・佐倉研究開発センター：千葉県佐倉市

・朋栄エム・エフ・ジーセンター：千葉県佐倉市

・札幌研究開発センター：札幌市厚別区

・関西支店：大阪市北区

・札幌営業所：札幌市厚別区

・東北営業所：宮城県仙台市

・中部・北陸営業所：愛知県名古屋市

・中国営業所：広島県広島市

・九州営業所：福岡県福岡市

・沖縄営業所：沖縄県那覇市

■海外拠点

・FOR-A America Corporate Office：米国カリフォルニア州

・FOR-A America East Coast Office：米国ニュージャージー州

・FOR-A America Distribution & Service Center：米国フロリダ州

・FOR-A Latin America & the Caribbean：米国フロリダ州

・FOR-A Corporation of Canada：カナダ

・FOR-A UK Limited：イギリス

・FOR-A Italia S.r.l.：イタリア

・FOR-A Corporation of Korea：韓国

・FOR-A China Limited：中国

私たち朋栄は、創立以来常に世界を視野に入れ、独創性豊かな
製品開発を続けてきました。最新の技術を駆使し、何よりもお客様
の満足度を第一に考えた製品作り。それが「FOR-A」ブランドの高い
汎用性、拡張性につながっています。

同時に、国内と海外、技術と営業、輸入と輸出のそれぞれが一方
に片寄ることのないよう、均衡のとれた経営と、より良い管理体制
作りを目指し、戦略を進めてきました。

映像が社会に与える影響は益々大きくなっています。その仕事に
携わる私たちの責任を強く実感するとともに、今までの姿勢を崩す
ことなく、着実に成長し続けたいと考えています。そしてこうした私
たちの努力が、ブロードバンド社会の到来に伴い、朋栄の評価をさ
らに高めてくれるものと信じています。

■代表者 代表取締役社長 清原 慶三

■設 立 1971年（昭和46年）10月21日

■資本金 4億5,000万円

■売上高 12,612百万円（2007年9月実績）

■従業員数 200名（朋栄グループ500名）

■事業内容 電子機械器具、電子応用機械器具及び電子計測器、

電子情報処理装置の開発・製造販売

■関連会社 株式会社朋栄ホールディングス

株式会社エクサインターナショナル

株式会社朋栄エム・エフ・ジー

株式会社朋栄システムサービスカンパニー

株式会社ウィズ

東和航空輸送株式会社

株式会社朋栄企画

株式会社イデア・インスティテュート

株式会社バンガードインターナショナルフーズ

■役 員 代表取締役社長 清原 慶三

取締役副社長 清原 克明

取締役 寺嶋 秀司

榎本 猛

和田 雅徳

監査役 川辺 猷治

■取引銀行 三井住友銀行 三田通支店

三菱東京UFJ銀行 品川駅前支店

みずほ銀行 芝支店

（参考） 株式会社朋栄について （詳細は同社ホームページhttp://www.for-a.co.jp/index.html を参照）



        

2．前期のトピック 事業面
ＹＥＭエレテックス 展示会に出展

2008年4月11日～17日 2008 NAB Show（NAB2008）に出展
米国ラスベガスで開催

「ニュース映像のネットワーク伝送（IP伝送便）」と
「ダイナミックレンジ補正装置」の2つのソリューションを中心に
展示を行いました

ニュース映像のネットワーク伝送

（株）TBSテレビ様より開発依頼をいただき具体化した
もの。DVCPRO HDで収録したニュース素材をインター
ネット回線で送ることが可能。

ＨＤ対応ﾘｱﾙﾀｲﾑﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ補正器

ストアネット（株）様、（株）フジテレビジョン様と共同開
発。今回のNAB SHOWでは、画期的な新製品に贈ら
れる「MARIO AWARD （TV Technology）」を受賞！

平成20年日本民間放送連盟賞
”NAB Awards 2008”

技術部門の最優秀賞獲得！



        

2．前期のトピック 事業面
ＹＥＭエレテックス 展示会に出展

2008年7月17日～18日 九州放送機器展2008に出展
福岡県マリンメッセ福岡で開催

「ニュース映像のネットワーク伝送（IP伝送便）」を展示いたしまし
た。本製品は、公衆インターネット回線を利用して取材したデータ
をインターネットを使って伝送するシステムで、NHK様と共同開発
いたしましたVIP-4700（HDV対応）と、TBSテレビ様のご依頼に
より開発いたしましたVIP-5700（DVCPRO HD対応）の2機種を
出展いたしました。

TBS様のご依頼により開
発いたしましたDVC PRO
版の型番：VIP-5700シス
テム

NHK様と共同開発いたしましたHDV版
の型番：VIP-4700システム

ニュース映像のネットワーク伝送
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2．前期のトピック 事業面
ＹＥＭエレテックス 展示会に出展

2008年8月27日～29日 SET 2008 BROADCAST & CABLEに出展
ブラジル サンパウロで開催

Primotech21社のブースに「ＨＤ対応ﾘｱﾙﾀｲﾑﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ
補正器”LCP-100”」を出展いたしました。

ブラジルは日本と同じ放送方式を採用しており、今回はアストロデ
ザイン（株）の協力を得て、またストアネット株式会社と共同で現地
代理店とすることとなりました。
出展したLCP-100をご覧いただきましたお客様は、ブラジルのみ
ならず近隣諸国の放送事業者および放送関係企業の方々で、世
界初の映像ダイナミックレンジ補正装置であるLCP-100に対して
高い関心を寄せていただきました。

ＨＤ対応ﾘｱﾙﾀｲﾑﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ補正器

平成20年日本民間放送連盟賞
”NAB Awards 2008”

技術部門の最優秀賞獲得！
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2．前期のトピック 事業面
ＹＥＭエレテックス 展示会に出展

2008年11月19日～21日 InterBEE 2008に出展
幕張メッセにて開催

初お披露目の2製品を含む、全7機種を出展 いたしました。

HD映像の二重化伝送

新製品
SDIシームレススイッチャー
非圧縮による映像伝送の効率
化を図ることが可能に！

ニュース映像のネットワーク伝送

今年の出展の中で、もっとも注目度が高
かったIP伝送システム。
NHK様と共同開発いたしましたHDV版と
TBS様のご依頼により開発しました
DVCPRO HD版の2機種があり、今回はその
2機種を展示し、その操作性や機能をデモ
にてご覧いただきました。
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3．新年度の事業計画
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の３社・４事業部門が力を合わせ、

コアなビジネス領域にフォーカスし

収益を向上させてまいります！

コアな事業領域に限られたリソースを集約し、
『ALL FLIGHT』 で飛躍し続ける会社を目指します！

ＹＥＭエレテックス

トラスティ・エンジニアリング

フライトシステムコンサルティング（２事業部）

3．新年度の事業計画 テーマ
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（百万円）

3．新年度の事業計画 業績予測

ｼｽﾃﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
前期の期ずれの案件が多数あり、新年度が始まったばかりですが、商談の進捗状況は非常に
活況です。特に映像・メディア系ビジネスは、（株）朋栄との共同提案の商談が増加しており、
一部は正式受注済みです。

また2006年より取り組んできた地方自治体向けのコンサルティングの領域を広げることに注力して
おります。政府の景気対策予算が各地方自治体に落ちる中、それらの有効的活用に向け、
効率的なIT化の推進、IT関連での雇用創出などに取り組み収益の大きな柱とします。

なお「S:III:S」（シーズ）の活動に関しては、「iPhone」「iPod touch」などを活用した情報発信の
ソリューションなどを中心に、前期の各種実証実験の成果を踏まえ事業化予定です。
実証実験の成果により当社の認知度は大きく上がっており、今期業績への寄与が期待されます！

＜連結＞
中間 通期

前期（実績） 今期（予想） 前期比 前期（実績） 今期（予想） 前期比

売上高 1,402 1,150 △ 252 3,021 3,100 78

営業利益 △ 252 △ 85 167 △ 234 120 354

経常利益 △ 262 △ 108 154 △ 259 82 341

当期純利益 △ 237 △ 118 119 △ 253 62 315
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ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚ ｼｮﾝｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾚｰｼｮﾝ

シ グ事業と より強 シナジ 効果を出す く 自治体案件システムコンサルティング事業とのより強いシナジー効果を出すべく、自治体案件
などを中心に社内連携を強化しております。「S:III:S」の活動とも同期を取りながら、などを中心に社内連携を強化しております。 S:III:S」の活動とも同期を取りながら、
新世代の携帯電話・モバイル端末「iPhone」関連の開発力を強化し 業務用途新世代の携帯電話・モバイル端末「iPhone」関連の開発力を強化し、業務用途
として 新たな プリケ シ ン 領域を広げていきますとしての新たなアプリケーションの領域を広げていきます。

放送・映像ｼｽﾃﾑ開発・製造・販売事業放送・映像ｼｽﾃﾑ開発・製造・販売事業

平成21年３月期の下半期６ヶ月間の営業損益で約42百万円の黒字を達成し平成21年３月期の下半期６ヶ月間の営業損益で約42百万円の黒字を達成し
赤字から脱却したので、この新年度もOEMなどを中心にしっかりと事業を展開赤字か 脱却し 、 新年度も な 中心 し かり 事業 展開
してまいりますしてまいります。

放送 映像ｼｽﾃﾑ保守放送・映像ｼｽﾃﾑ保守

引き続き従来の事業の延長線上で手堅く事業を推進してまいります また ド引き続き従来の事業の延長線上で手堅く事業を推進してまいります。またハード
ウェア機器の保守という領域からシステムの保守へと取り組む領域を広げる努力ウェア機器の保守という領域からシステムの保守へと取り組む領域を広げる努力
も続けてまいりますも続けてまいります。
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3．新年度の事業計画
事業達成に向けて

収益基盤の強化
昨今の景気環境下、民需が冷えている中、2006年より取り組んできた地方自治体
向けのコンサルティングの領域を広げることに注力致します。
政府の景気対策予算が各地方自治体に落ちる中、それらの有効的活用に向け、
効率的なIT化の推進、IT関連での雇用創出などに取り組み、コンサルティング収益
の大きな柱としてまいります。
また、昨年立ち上げたクリエイティブブランド「S:III:S」（シーズ）の活動に関して、新
世代の携帯電話・モバイル端末を活用した情報発信のソリューションなどを中心に、
各種実証実験の成果を踏まえ、事業化を推進してまいります。

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、プロジェクト収支管理の
徹底、並びに旅費等の諸経費削減等の諸施策を講じ、収支改善を図ります。

事業達成に向け、以下のような施策を中心に取り組んでまいります。
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3．新年度の事業計画
事業達成に向けて

財務等に対する対策
資産の売却・有利子負債の削減等、連結ベースで財務体質の改善に取り組み、
限られたリソースをコアな事業に集中させてまいります。
また、資金調達については、借入れによる調達のほか、機関投資家、事業会社を
引受先とするファイナンス(第三者割当増資や社債等)についても検討してまいりま
す。

ＹＥＭエレテックス株式会社について
有利子負債が増加した原因となった連結子会社のＹＥＭエレテックス株式会社に
ついては、人員削減等の諸施策の結果、第４四半期から黒字化しており、引き続き
経営再建策に基づき、業績の改善に努めてまいります。



        

私たちの将来

『ALL FLIGHT』 をスローガンに、
得意なコア領域で勝負し、

グループ各社のシナジー効果を発揮し、
強い事業基盤、収益基盤を創ってまいります。

そしてここから３ヶ年で一つ上の市場に
上がることを目指し、

全社一丸となって頑張ります！
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お問い合わせ

• IRならびに本資料に関するお問い合わせ

– IR責任者: 取締役 松本 隆男

– IR担当者: 執行役員 金(こん) 浩樹

– E-Mail: info@flight.co.jp
– 電話: 03-3440-6100
– ホームページ: http://www.flight.co.jp

本資料について

本資料は、平成21年3月期決算の業績について情報提供することを目的としたものです。本資
料は、平成21年５月15日現在のデータに基づいて作成しております。本資料に記載した予測
値や情報は、資料作成時点の当社の判断です。情報の正確性、完全性を保証するものではあり
ません。また、今後予告なしに変更することがあります。




