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 連結業績ハイライト （単位：百万円）

　当社グループは、コンサルティング&ソリューション事業（C&S

事業）において、既存顧客向けのシステム開発や社会保障・税番

号制度（マイナンバー）対応に係るシステム開発支援等を行うと

ともに、物流関連システム開発にも注力してまいりました。サービ

ス事業においては、iPhone、iPad、Windowsタブレットを利用し

た電子決済ソリューションの自社製品（「Incredist」及び「ペイメン

ト・マイスター」）の販売・提案活動に注力してまいりました。そし

てグローバルに展開している企業の要望を視野に捉え、海外展

開を目指し米国カリフォルニア州ロサンゼルスに「FLIGHT 

SYSTEM USA Inc.」を設立いたしました。

　また、平成26年11月には株式会社イーシー・ライダーをグルー

プに加え、ECソリューション事業に新たに参入いたしました。

　しかしながら、C&S事業においては、エンジニアの体制拡大が

計画どおり進まず、引き合いに十分対応できなかったこと、並び

に、サービス事業における電子決済ソリューションの大口顧客向

け案件の期ずれ等により、売上及び営業損益は計画を下回ること

となりました。

　以上の結果、当期の業績は売上高1,592百万円（前期比

16.7%減）、営業損失59百万円（前期は営業利益179百万円）、

経常損失62百万円（前期は経常利益165百万円）、当期純損失

84百万円（前期は当期純利益152百万円）となりました。

代表取締役社長

片山 圭一朗

東証マザーズ上場

株式会社フライトホールディングス
（恵比寿）

平成25年10月にホールディングス化
新たな収益の柱の創造、グループ全体での収
益拡大やグループ経営による効率化を図る。

（注） 第26期は連結財務諸表を作成していないため、参考値として個別財務諸表の数値を記載し
ております。

 1株当たりデータについては、平成25年10月1日付で行った株式1株につき100株の株式分
割に伴う影響を加味して遡及修正しております。

株式会社フライトシステム
コンサルティング

本社（恵比寿）／仙台事業所（仙台市）

FLIGHT SYSTEM USA Inc.
米国・ロサンゼルス市

株式会社イーシー・ライダー
本社（名古屋市）

株主の皆様へ

ごあいさつ
　株主の皆様には、平素より格別のご愛顧とご支援を賜り厚く

御礼申し上げます。ここに、フライトグループの平成27年3月期

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）の営業の概況を

ご報告するにあたり、一言ご挨拶申し上げます。

　わが国の経済は、政府の経済対策や金融政策の効果もあり、

輸出企業の業績及び雇用情勢の改善などを背景に緩やかな回復

基調となりました。その一方で、消費税率引き上げに伴う駆け込

み需要の反動による、個人消費の減退とその後の回復の遅れは、

想定以上の景気下振れ要因となっております。

　このような状況の中、当社グループは経営理念であります「変

化に強い経営」「デジタル情報化社会に貢献する経営」のもと、当

社グループを取り巻く環境や技術革新が進む中で、お客様に最

先端の技術を応用したソリューションを提供していくことで常に

勝ち残るような事業活動を行ってまいりました。

　C&S事業においては、マイナンバー制度導入の年度となり、マ

イナンバー関連の需要はますます高まるものと考えております。

また、物流関連システム開発も活況であり、開発技術者の大幅な

増員を行い事業拡大を目指してまいります。

　サービス事業の電子決済ソリューションにおいては、電子マ

ネーのサービスを開始することと、新たに「コンタクトレスEMV」

の機能を付加した新製品を次期中に投入し、「Apple Pay」にも

対応させてまいります。また、海外展開につきましても着々と準

備は進んでおり、新製品投入とともに大きく展開してまいりたい

と考えております。

　期首に計画した数字を達成することはもちろんですが、常に

新しい技術に挑戦し、新しい価値を見出すビジネスを創出し提供

していくことにより業績の拡大を図ってまいりたいと考えており

ます。

　株主をはじめステークホルダーの皆様には、より一層のご支援

ご鞭撻を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

当期の総括と業績評価について
教えてくださいQ 次期の見通しと今後の戦略を

教えてくださいQ 株主の皆様へメッセージをお願いしますQ

 グループネットワーク
第26期 第27期 第28期

売上高 996 1,911 1,592

経常損益 △ 183 165 △62

当期純損益 △ 205 152 △84

総資産 1,219 1,472 1,446

純資産 126 558 473

1株当たり純資産額 14円62銭 59円06銭 50円12銭

1株当たり当期純損益 △52円06銭 17円10銭 △8円94銭

持株会社

サービス事業
コンサルティング&ソリューション事業

自社プロダクトの海外展開

ECソリューション事業
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事業紹介

サービス事業

スマートデバイス×マルチカード決済
日本初の決済ソリューション
お客様がいる「その場所」をレジに変える、
スタイリッシュでコンパクトな決済を当社決済ソリューションで実現します ！
iPhone、iPad、Windowsタブレットといったスマートデバイス1台で
クレジットカードやデビットカード、銀聯カード、電子マネーといった
あらゆるカード決済が可能になりました。

拡がるマルチプラットフォーム

導入事例

iPad+Incredistの2台の端末でパソコンを置き換え
全国のソフトバンクショップで「Incredist」を採用展開中
カウンターのPCを全廃し、iPad×Incredistだけで全ての接客業務が可能になりました ！

製品のバーコード
を読み取ります

クレジットカード、
銀行カード、
Tポイントカード等
の読み取りをします

感情認識機能を持ったロボット
“Pepper”とソフトバンクモバイル 
常務執行役員 佐久間好明氏

銀行カードでは
お客様に暗証番号を
入力してもらいます

　当社決済ソリューションでは、iPhone、iPadだけではなく、Microsoft社Surface、
HP社ElitePad等持ち運びが自由なWindowsベースのタブレットにも対応しています。
　Windowsタブレットは、導入先企業でWindowsベースで構築されている既存基幹
システムや業務系アプリケーションとの連携をスムーズに行える上に、タブレットによる
業務改革を実現できます。
　それに加えて当社決済ソリューションを活用することで、場所やカード種類にとらわれ
ない自由な決済スタイルで、お客様をお待たせせず顧客サービスを最大限に向上させ
ることが可能です。 
　カード情報は読み取ったその場で暗号化を実施し、端末内にはクレジットカード情報
は一切残らず、 高いセキュリティを担保します。 
　なおHP社HP ElitePadリテールケースには、当社Incredistをマウントできる
クレードルを搭載しており、モバイル端末と固定POSソリューションの両形態で利用する
ことが可能で、接客状況に合わせて最適な利用スタイルを提案しています。

　ソフトバンクモバイルは、顧客との直接の
接点となるSoftBankショップの改革を進め
ています。店舗のカウンターに置かれていた
パソコンを捨て、iPadと多機能モバイル決済
端末Incredistの大量導入を進めています。
　同社がそれまで利用していたシステムで
あるPC版GINIEは、端末としてパソコンに最
大11種類もの周辺機器を接続する構成でし
た。新たに開発したiPad版GINIEは、iPadと
Incredistの2台の端末によりあらゆる業務
をこなすため大幅にシンプルになりました。

Incredist iPad

世界最大小売展示会「NRF」出展
　米国ニューヨークで開催された展示会
（NRF）のHP社ブースでIncredistおよび
Elite Padリテールケースが展示されました。

リテールテックJAPANでiPad電子マネーを披露
　「凸版印刷／トッパンフォームズ／TFペイメントサービス」
ブースで、日本初となるタブレットによるnanaco決済の
デモを披露しました。また当社社長片山が「新世代電子マ
ネー決済ソリューション」
と題しブース内でセミナー
を実施しました。

展示会出展レポートiPad+Incredistの2台の端末でパソコンを置き換え

従来の
決済スタイル決済スタイル

当社の
決済ソリューション

決済専用アプリケーション

ペイメント・マイスター 
インクレディスト
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● 日本では、経済産業省が
2020年東京オリンピックま
でにEMV化を政府目標とし
て推進。

● 外国人観光客が安心・安全
にカード決済ができること
を目指す。

● 大手企業・大規模小売り
チェーンなどがクレジット決
済装置を入れ替える際に、
EMV対応装置への需要が
高まることは必至。

● 当社IncredistはEMV国際
認定を取得済み、またEMV
対応決済も開始済み ！

● payWave、paypassに続き、Apple社か
ら「Apple Pay」が登場。

● これにより消費者はコンタクトレスEMV
対応のカード種類が増え、支払い方法の
幅が広がる。

● 現在Apple Payは米国国内だけの展開、
今後世界中に拡大する見込み。

● 日本ではコンタクトレスEMV（payWave、paypass）が存在
するものの、決済端末はほとんど普及していない。

これからの決済のキーワード「EMV決済 ＋ Apple Pay」 コンタクトレスEMVの登場と課題

世界でのEMV化動向

既存のコンタクレスEMVカード

コンタクレスEMVにApple Payの参画
日本での
EMV化動向

「EMV（IC付きクレジット）決済」とは
● IC付きクレジットカード決済
●  磁気クレジットカード決済（磁気を読み取って署名をする）と比べ、セキュリティの観点から、
全世界的に「ICチップ付きクレジットカード」＋「暗証番号」決済に移行中。

● EMV化を推進する米国で、Apple Payが登場。
● Apple Payは従来からNFC技術を使ったコンタクトレスEMV
決済。

● EMV化が進む中で、米国ではコンタクトレスEMV化が並走し
て普及する見込み。

Apple Payの動向
▶既に186イシュア（カード会社）が対応済み
▶利用可能場所も70万カ所 ！
▶ドリンク自販機、コインランドリーなどセルフ系で
30万台対応予定

これがICチップです。

事業紹介

US
POS 5%
ATM 0%

Asia Pacific
POS 71%
ATM 4%

Visa Europe
POS 90%
ATM 97%

課 題

● 全世界を見渡すと、すでにヨーロッパでは90%を超えるEMV化対応済み。

● 世界のクレジットカード詐欺・不正利用による被害の実に51%がEMV対応の遅れている
米国で発生（被害額は2013年では年間で71億ドル ！）

● VISAは2015年10月以降、世界各国で順次、 
ライアビリティーシフト（債務責任の移行）を 
開始すると通達。

VISA発表資料より
「ライアビリティーシフト」

Global VISA Chip Acceptance Status

（日本語）

　日本も含む全世界的なEMV化は、接触型EMV（コン
タクトEMV）に主眼が置かれています。つまり、クレジット
カードについているICチップを専用端末で読み込み、
専用端末に暗証番号を打ち込むことで完結します。
　一方、アメリカでは非接触型EMV（コンタクトレス
EMV）が注目されています。
　接触型EMVの普及が進んでいないアメリカで、先日
Apple Payが登場しました。
　Apple Payは、従来からのNFC技術を使った非接触
型EMV（コンタクトレスEMV）と同じです。従来から非接
触型EMV（コンタクトレスEMV）として、payWave/
PayPassなどがあり、これらのカードはEMV仕様に準拠
した高セキュリティな決済となっています。
　Apple Payの登場により、支払いカード種類の幅が広
がり、消費者にとってより身近で使い易い支払い方法が
選択できるようになりました。
　現在Apple Payは米国のみの決済対応となっていま
すが、今後、世界各国へ普及する見込みです。

　しかし、まだこの非接触型EMV（コンタクトレスEMV）に対応した端末は少なく、
特にiPhone、iPad、Windowsタブレットと連動して動く専用決済端末はほとんどありません。
　そのため、各国でEMV化を進めていても、「接触型EMV（コンタクトEMV）」の対応がメインと
なり、これから需要が高まる「非接触型EMV（コンタクトレスEMV）」は後回しになっている状態です。
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コンサルティング
お客様の抱える課題を情報化戦略で解決。お客様の業務内容をよく理
解した上で、問題点とその原因を分析し、お客様の要望を満たすシステ
ムを設計

インフラ設計/構築
機器構成検討、ネットワーク設計、機器選定、発注、環境構築、各種設計

ソリューションサービス
Java、.net、PHP、Ruby、からObjective-Cまで多彩な言語を駆使して
お客様へ最適なソリューションを提供

さらにフライトだからできること

コンサルティング＆ソリューション事業

企業様向けのオープン・Web系システムの開発
一般的なシステム開発の流れ

フライトなら
全工程対応可能！

　2014年11月より連結対象となり、B2B向けのECサイト構築
パッケージ EC-Rider B2Bを基軸とした事業を展開中です。
　2015年2月2日には、EC-Rider B2Bの基本機能を利用できる
クラウド版の法人向けECサイト構築システム「EC-Rider B2B Lite」
の販売を開始し、今後3年間で100社への導入を目標としています。
　また、倉庫管理システムやPOSとの連携機能を充実させ、業種別
ソリューションとしてのサービス展開を予定しています。

手の平に収まる使用しやすい
サイズ感

バーコード版 クレードル版

ECソリューション事業

Apple Pay対応 次世代型Incredist

当社では市場の決済トレンドにあわせて
新製品をタイムリーに市場投下します !

既存Incredistの次機種アップデートモデル

既存の基本機能はそのままに、Apple Payに代表される
コンタクトレスEMVへいち早く対応したマルチ決済装置

iPhone、iPad、Windows8タブレットと連動し様々なカード
決済をその場で実現する画期的なソリューション

2015年下期より、北米&世界先行モデルとして販売開始予定

当社の強み
▶ マイナンバー制を核にした自治体系システム開発
▶ 物流改革関連のシステム開発
▶ “新規事業”としてソフトバンクが発売したロボット
「Pepper」を使ったシステム開発

事業紹介

特 徴

ヒアリング

システム提案

システム設計

プログラミングテスト検証

システム導入

!
!!

?
??

運用とサポート

北米
モデル
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セグメント別情報 財務ハイライト

売上高別構成比

サービス事業

60.5%

売上高 （単位：百万円）

当期純利益 （単位：百万円）

営業利益 （単位：百万円）

総資産 （単位：百万円）

経常利益 （単位：百万円）

自己資本比率 （%）

売上高 （単位：百万円）

H25/3期
（単体）

H25/3期
（単体）

H25/3期
（単体）

H25/3期
（単体）

H25/3期
（単体）

H25/3期
（単体）

996 △136

△205

△183

1,219

10.1

1,911 179

152

165

1,472
37.9

1,592

△59

△84

△62

1,446
32.8

11

△19

H26/3期
（連結）

H26/3期
（連結）

H26/3期
（連結）

H26/3期
（連結）

H26/3期
（連結）

H26/3期
（連結）

H27/3期
（連結）

H27/3期
（連結）

H27/3期
（連結）

H27/3期
（連結）

H27/3期
（連結）

H27/3期
（連結）

H27/3期 H27/3期

営業利益 （単位：百万円）

コンサルティング
＆ソリューション事業

38.8%

ECソリューション事業

0.7%

ECソリューション事業

平成27年3月期
売上高

1,592百万円

　平成26年11月より株式会社イーシー・ライダーを子会社
化し、ECソリューション事業を開始しました。収支について
は、事業立ち上げのため開発費が先行して発生し、営業損失
を計上しました。

サービス事業

売上高 （単位：百万円）

H26/3期 H26/3期H27/3期 H27/3期

営業利益 （単位：百万円）

　前期納品した大型案件の追加受注があったものの、新規
の大口顧客向け案件の全国展開が来期に期ずれする見込み
になったこと等により、売上及び営業利益は計画を下回りま
した。

コンサルティング＆ソリューション事業

売上高 （単位：百万円）

H26/3期 H26/3期

688

1,222

54

322

617

963

3

164

H27/3期 H27/3期

営業利益 （単位：百万円）

エンジニアの採用等に苦戦し、当初計画した人員体制を構築
できず、引合いに十分対応できなかったこと等により、売上
及び営業利益は計画を下回りました。

（注） 第26期は連結財務諸表を作成していないため、参考値として個別財務諸表の数値を記載しております。
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連結財務情報

連結貸借対照表 （単位：百万円） 連結損益計算書 （単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

総資産 負債 純資産

売上高／営業利益

営業キャッシュ・フロー

売上高

期首残高 期末残高

営業利益 経常利益 税金等調整前
当期純利益

当期純利益

　総資産は、前期末と比べ26百万円
減少し、1,446百万円となりました。
主な増減要因は、有利子負債の返済
等による現金及び預金の減少（269
百万円減）、売掛金の増加（225百万
円増）によるものです。

　負債は、前期末と比べ57百万円増
加し、972百万円となりました。主な
増減要因は、有利子負債の返済に伴
う借入金の純減少（55百万円減）、買
掛金の増加（135百万円増）によるも
のです。

　純資産は、前期末と比べ84百万円
減少し、473百万円となりました。主
な増減要因は、当期純損失の発生
（84百万円）によるものです。

　コンサルティング&ソリューション事
業・サービス事業ともに売上高・営業
利益が計画を下回ったほか、平成26
年11月より事業開始となったECソ
リューション事業の立ち上げによる開
発費の先行発生による営業損失もあ
り、減収減益となりました。

　営業活動の結果支出した資金は
200百万円（前期は166百万円の収
入）となりました。これは主に、税金等
調整前当期純損失84百万円の計上、
売上債権の増加225百万円及び仕入
債務の増加135百万円等によるもの
です。

POINT POINT POINT

POINT

POINT

平成26年3月31日現在 平成27年3月31日現在 平成26年3月31日現在

固定資産
273

固定資産
262

流動資産
1,172

流動負債
725

流動負債
665

固定負債
247

固定負債
248

純資産
473

純資産
558

流動資産
1,210

1,472 1,4721,446

営業外
収益
17

営業活動による
キャッシュ・フロー
△200

財務活動による
キャッシュ・フロー
△73

投資活動による
キャッシュ・フロー

△10
現金及び現金同等物に
係る換算差額
13

営業外
費用
20

特別損失
22

売上原価 1,182
販売費及び一般管理費 469

法人税等 1
少数株主損失 △1

1,592

974

704

△84

△59 △62

△84
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会社概要  （平成27年6月25日現在） 株主メモ

会 社 名 株式会社フライトホールディングス

本 社 〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿4-6-1 恵比寿MFビル3F

従 業 員 数 連結78名 （平成27年3月31日）

資 本 金 1,205,123千円 （平成27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
取締役（社外） 宇田　好文
取締役（社外） 稲葉　俊夫
常勤監査役（社外） 笠間　龍雄
監査役（社外） 大島　やよい
監査役（社外） 大瀧　昌三

グループ会社 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3F
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8F

グループ会社 株式会社イーシー・ライダー
本 社 〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅5-23-17

名駅フォレストビル3F

グループ会社 FLIGHT SYSTEM USA Inc.
所 在 地 433 N. Camden Drive, Suites 600 Beverly Hills, 

CA 90210

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

証券会社等に口座をお持ちの場合 証券会社等に口座をお持ちでない場合
（特別口座の場合）

郵便物送付先

お取引の証券会社等になります。

〒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）

みずほ証券
本店、全国各支店および営業所
プラネットブース（みずほ銀行内の店舗）
でもお取り扱いたします。
※カスタマープラザではお取り扱いできませんので、ご了承ください。

みずほ信託銀行
本店および全国各支店
※トラストラウンジではお取り扱いできませんので、ご了承ください。

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本店および全国各支店
（みずほ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。

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。）

株式の状況 （平成27年3月31日現在）

発行可能株式数 33,000,000株

発行済株式の総数 9,456,500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 （上位10名）
株主名 持株数（株） 持株比率（%）*

株式会社オーチャードコーポレーション 2,242,204 23.71
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED 
CLIENT ACCOUNT 343,000 3.63

CBNY GOVERNMENT OF NORWAY 283,500 3.00
片山　圭一朗 177,000 1.87
松本　隆男 159,700 1.69
株式会社SBI証券 107,600 1.14
野村證券株式会社 98,988 1.05
日本証券金融株式会社 82,100 0.87
米倉　憲久 43,000 0.45
松井証券株式会社 39,800 0.42
* 持株比率は自己株式（829株）を控除して計算しております。
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株式会社 フライトホールディングス
ホームページ ： http://www.flight-hd.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-Mail ： info@flight.co.jp


