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　このたびの平成28年熊本地震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、フライトグループの平成28年3月期（平成27年4月1日から平成28年3
月31日まで）の業績ならびに今後の取り組みについてご報告申し上げます。

 事業環境について
　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政
策等により雇用及び所得環境が改善され、緩やかな回復
基調にありましたが、中国経済の減速懸念等により、先行
き不透明な状況にあります。
　このような状況の中、当社グループは、「デジタル情報
化社会に貢献する経営」を経営理念に掲げ、スマートフォン
やタブレットを利用した「電子決済ソリューション」に最先端
の技術を組み込んだ次世代機「Incredist Premium」を
開発し、お客様への提供を開始いたしました。

 当期の業績について
　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）においては、既存顧客を中心としたシステム開
発及び保守、物流企業向けのシステム開発並びに社会保
障・税番号制度（マイナンバー）対応に係るシステム開発
支援等を行いました。
　サービス事業においては、電子決済ソリューション

「Incredist」、「ペイメント・マイスター」及び次世代機
「Incredist Premium」の開発及び販売に注力いたしまし
た。また、米国「FLIGHT SYSTEM USA Inc.」に続き、台湾
に「FLIGHT SYSTEM TAIWAN Co., Ltd.」を設立いたし
ました。
　ECソリューション事業においては、B2B向けECサイト
構築パッケージ「EC-Rider B2B」の開発及び販売に注力
いたしました。
　しかしながら、C&S事業においては、引合いは堅調に推
移しているものの、エンジニアの採用及び外注パートナー
の確保が計画通りに進まなかったこと及びサービス事業
の立ち上げに要員を投入したことにより引合いに十分対
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においては、大型案件の納品が当期中
に完了し大幅な増収となったものの、新製品「Incredist 
Premium」の開発費の増大により、グループ全体としては、
売上及び営業損益は計画値を下回ることとなりました。
　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高1,955

百万円（前年同期比22.8％増）、営業損失92百万円（前年
同期は営業損失59百万円）、経常損失128百万円（前年同
期は経常損失62百万円）、親会社株主に帰属する当期純
損失162百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期
損失84百万円）となりました。

 次期の取組みと今後の見通しについて
　次期の見通しにつきましては、C＆S事業については、受
注済である前期からの仕掛案件や既存顧客のデータセン
ター移転案件に注力するほか、新たな取り組みとして、ク
ラウド移行の専門部隊を立ち上げ、ITインフラのクラウド
移行の提案を強化してまいります。
　サービス事業については、既存の大口顧客に対する追
加導入の提案活動のほか、Apple Payを含むコンタクトレ
スEMVや電子マネーにも対応する新製品「Incredist 

Premium」の開発及び販売活動に注力してまいります。
　それらの販売活動に向け、前期に積み残した北米での
検定のほか、EU圏、台湾、シンガポールなどでの検定費用、
及びApple Pay到来に伴う決済センターとの接続など、
次期も1億円規模の開発費が発生する見込みです。
　それに対し、Apple Payの開始時期は未確定であるた
め、Apple Payが開始された場合に想定し得る売上につ
いては織り込んでおりません。Apple Payが開始された
タイミングで売上・利益に対する見直しを行う予定です。
　ECソリューション事業については、強みであるカスタマ
イズ対応や越境ECにフォーカスし、B2B向けECサイト構
築パッケージ「EC-Rider B2B」の販売活動に注力してまい
ります。
　以上により次期の連結業績は、売上高は2,100百万円

（前年同期比7.4％増）、営業利益は60百万円（前年同期は
営業損失92百万円）、経常利益は50百万円（前年同期は
経常損失128百万円）、親会社株主に帰属する当期純利
益は30百万円（前年同期は当期純損失162百万円）の見
通しであります。

 株主の皆様に向けて
　当社グループは、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造し提供していくことにより、社会
に不可欠な企業集団として企業価値の向上を図るととも
に、株主をはじめステークホルダーの皆さまのご期待に応
えるべく努力してまいります。
　皆さまにおかれましては、より一層のご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

平成28年6月

FLIGHT SYSTEM TAIWAN Co., Ltd.
台湾・台北市

自社プロダクトの海外展開
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株主の皆様へTo Our Shareholders



マルチ決済端末 決済専用アプリケーション
ペイメント・マイスター

iOS版に加え、Windows8版の提供
も開始し、プラットフォームフリー
な決済ソリューションを実現。

1台で複数の決済手段に対応し、お客
様のスマートフォン・タブレットの
ニーズにあわせて提供可能。

iOS version Ｗｉｎｄｏｗｓ8 version

　決済専用アプリケーション「ペイメント・
マイスター」とマルチ決済端末「Incredist

（インクレディスト）」により、iPhone、iPad、
Windowsタブレットといったスマートデ
バイス1台で、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
トな決済を実現。クレジットカードやデ
ビットカード、銀聯カード、電子マネーなど
あらゆるカード決済に対応します。

　いま世界では、磁気クレジットカード決済から、よりセ
キュリティ性に優れるIC付きクレジットカードを用いた
EMV決済への移行が進んでいます。欧州でのEMV対応率
はすでに90%を超えており、日本でも経済産業省が2020
年までにすべてのクレジットカードをEMV化することを
目指しています。なお、当社の「Incredist」はEMV国際認定
を取得済で、EMV対応決済が可能です。

　世界のクレジットカード詐欺・不正利用による被害の
51%が発生している米国で登場したApple Payは、NFC

（近距離無線通信）技術を使ったコンタクトレス（非接触型）
EMV決済です。利用者に新たな決済の選択肢を提供する
Apple Payは現在、一般的なEMV決済と並走するかたちで、
現在6ヶ国で利用されており、今後も日本をはじめ世界各
国で拡大していく見込みです。

ヨーロッパでは90％がICカードに対応

Keyword 1 EMV決済
決済の選択肢が広がるコンタクトレスEMV

Keyword 2 Apple Pay

これがICチップです。

サービス事業
スマートデバイスによる
マルチカード決済ソリューションを提案

　iPadなどのWi-FiやLTE回線経由で安全・安心に決済ができる、三
菱UFJニコス株式会社が運営するクラウド型マルチ決済システム

「J-Mups」を接続先決済センターとした当社の「ペイメント・マイス
ター for J-Mups」は、磁気クレジットカードや銀聯カード、J-Debitに
加え、IC付きクレジットカードによるEMV決済にも対応しています。
　また、急増する訪日外国人の一層の利便性向上を図るために、日本
国内において海外発行カード（VisaとMasterCard®）による多通貨

（計19通貨）建てでの決済を可能にする「DCC（ダイナミック・カレン
シー・コンバージョン）決済サービス」にも対応しました。2020年の
東京オリンピック・パラリンピックに向けてさらなる外国人観光客
の増加が見込まれる中、当社ではソフトウェアの拡張性を最大限に活
かして、時代の流れを先取りした最先端の決済ソリューションを提供
してまいります。

　2016年6月、フライトシステムコンサルティングはトッパン・フォームズ株式会
社のグループ会社であるTFペイメントサービス株式会社と連携し、電子マネー対応
版「ペイメント・マイスター for Thincacloud」の提供を開始しました。接続先決済
センターをTFペイメントサービス株式会社が運営する電子マネー専用クラウド型
決済プラットフォームサービス「Thincacloud」とし、「Incredist」とタブレットを用
いた電子マネー決済を実現。第一弾の電子マネーブランドとして、NTTドコモの「iD

（アイディー）」をご利用いただけます。専用回線ではなくインターネット回線が利用
できるため、iPadなどのWi-FiまたはLTE回線を使って安全・安心な決済が可能です。
　「Thincacloud」のクラウド型システムの特徴を活かし、対応ブランドや対応
サービスが拡大した際には導入企業で新たなハードウェア投資をすることなく、
ソフトウェアの拡張性により、支払いニーズに合わせた決済手段をご利用いただ
けます。今後当社では「iD」に続き、様々な電子マネーブランドへの対応を進めてま
いります。

決済ソリューションの拡張性を高め
多様化するニーズに応える
ペイメント・マイスター for J-Mups

NTTドコモの「iD」に対応
電子マネー決済の可能性広がる
ペイメント・マイスター for Thincacloud

「電子マネー決済」への対応マルチ決済戦略1 「EMV決済」への対応マルチ決済戦略2

ス マ ート決 済 普 及 の カ ギとな る 2 つ の キ ー ワ ード

言語選択画面
イメージ

通貨選択画面
イメージ

IC付きクレジットカード&
暗証番号入力に対応

Business Overview サービス事業
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I nc red i s t  P remiumで
グローバル展開を推進

　フライトシステムコンサルティングは、EU圏のクレ
ジットカード・アクワイアラー（加盟店契約会社）として
eコマース決済およびEMV仕様に対応したmPOS端末
決済をサポートするCredorax（クレドラクス）と、2016
年5月末に業務提携を決定・締結しました。決済アプリ
ケーション「ペイメント・マイスター」をCredoraxに接

続し、「Incredist Premium」を活用したタブレット連動
型カード決済ソリューションをEU圏で広く展開してい
く予定です。なお、EU圏ではドバイやフランスでの展示
会出展でも「Incredist Premium」がコンパクトさや機
能性から高い評価を得ており、大きな手ごたえをつかん
でおります。

EU圏Credoraxと業務提携
「Incredist Premium」のEU市場展開が加速

　2016年1月、アジアを中心とした海外での電子決済
に向けて台湾・台北市に100%子会社「台湾飛躍系統股

份 有 限 公 司（ F L I G H T 
SYSTEM TAIWAN Co., 
Ltd）」を設立。アジア市場
における「ペイメント・マ
イスター」や「Incredist 
Premium」の拡販に取り
組んでまいります。

「台湾飛躍系統股份有限公司」を設立
アジアを中心とした電子決済に対応

　2015年10月、米
国子会社FL IGHT 
SYSTEM USA Inc.
は、北米における大
手決済センター事業者であるPivotal Payments Inc.
と、当社の新型マルチ決済装置「Incredist Premium」
の販売、保守・サポートを委託する業務提携を締結しま
した。Pivotal社のインターネットゲートウェイサービ
ス「 G l o b a l O n e 」に 接 続 す る こ と で 、北 米 で の

「Incredist Premium」の拡販を進めてまいります。

北米Pivotal Paymentsと業務提携
米国市場でmPOS事業を展開

次世代型マルチ決済端末
Incredist Premium

（インクレディストプレミアム）を発売
Apple Pay対応で海外市場を切り拓く

「コンタクトレスEMV」への対応マルチ決済戦略３

　2016年3月より国内向け販売を開始した「Incredist Premium」
は、小型・軽量でありながら、磁気クレジットカード、IC付きクレ
ジットカード（EMV）、日本の電子マネーという3種類の決済に加
え、新たにPayPass、payWave、Apple Payなどのコンタクトレ
ス（非接触型）EMV決済に対応。米国子会社FLIGHT SYSTEM 
USA Inc.やFLIGHT SYSTEM TAIWAN Co., Ltd.を通じ、北米、
アジアの他、EU圏においても販売を予定しております。当社では
こうしたタイムリーな新製品投入を通じて、国内外のお客様の多
種多様な支払いニーズに沿った最先端の決済ソリューションを積
極的に提供してまいります。

◦  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 

「Incredist」の最新型モデル
◦  Apple Payに代表される 

コンタクトレスEMV決済にもいち早く対応
◦  手のひらに収まる使いやすいサイズ
◦  バーコード版・スタンダード版の2種類の 

ラインアップ
◦  2016年3月より国内向け販売を開始

［ Incredist Premiumの特徴 ］

Business Overview サービス事業
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オープン・web系システムを
トータルで支援

BtoB企業向けに特化した
大規模ECサイトを構築

　マイナンバー制に関わる自治体関連、物流改革関連、金
融関連のシステム開発を軸に、ヒアリングから提案、シス
テム設計/構築/導入、稼働後の運用やサポートまですべ
ての工程に対応。さらにコンサルティングやインフラ設
計/構築、ソリューションサービスも提供します。

　株式会社イーシー・ライダーが運営する卸売・企
業間取引専用ECサイトの構築をトータルにサポー
トするECソリューション事業は、高機能かつ低価格
なBtoB向けのECサイト構築パッケージ「EC-Rider 
B2B」を中心に展開。仕入れや材料・資材調達といっ
た業務の大幅な効率化やコスト削減を実現します。
また、越境ECサイトの構築もサポートしており、日
本語、英語、中国語（簡体）を標準装備、中国語（繁体）
や韓国語、タイ語といった言語をはじめあらゆる国
の言語にオプションで対応が可能です。

1.
24時間いつでも
ネット上から受発注が可能

マーケットプレイス 2.
言語切り替えエンジンで
海外取引にも対応

多言語対応

3.
ニーズに応じて柔軟に
システムを最適化

カスタマイズ 4.
基幹システムなどと
スムーズにデータ連携

外部システム連携

　株式会社ニトムズが新ブランド製品をオンライン
ショップなどに卸販売する「ニトムズオンラインス
トア」の基盤システムとして、「EC-Rider B2B」が採
用されました。初期コストを抑える、既存業務を妨げ
ないといったサイト構築の要件もクリアし、2015
年9月に稼働を開始しています。

（粘着クリーナー「コロコロシリーズ」
を展開する日用家庭用品メーカー）

新ブランドの企業間取引拡大を支援

　当社ではC＆S事業の大きな柱として、クラウドサービスの拡大を図っています。
Lotus Notesなど既存システムからGoogle AppsやOffice365、サイボウズと
いったクラウドサービスへの移行支援のほか、調査、サービス選定、導入、運用まで
幅広く対応。さらに、クラウドサービスのセキュリティ強化やワークフローなどを
提供する「Gluegent Apps」のライセンス販売も開始します。

　ソフトバンクの人型ロボット「Pepper」を使ったシステム開発に取り組んでい
る当社では、多店舗小売業向けに「Pepperソリューション」をご提案しています。
たとえばデータベース連携では、従来バックヤードでしか調べられなかったこと
を「Pepper」が接客の「その場」で情報伝達。類似商品や季節商品、特価商品などを
登録しておくことで、的確なアドバイスが可能となります。
　またクラウドサービス連携により、顔認識や外国語対応、顧客行動分析など可能
性が大きく広がります。
　当社ではタブレット決済ソリューションをはじめ多種多様な最新テクノロジー
との連携により、他にはない独自の「Pepper」を創造し、新しい流通小売業を提案
してまいります。

事業の大きな柱の1つとして
多彩な「クラウドサービス」に注力

「Pepper」が変える小売業の未来
データベース、クラウドサービスと連携

　2016年4月、株式会社イーシー・ライダーは、固定料金
プランに加え、売上金額に応じて料金が変動する従量課金
プランを追加した「EC-Rider B2B」の提供を開始しまし
た。これにより、売り上げの見通しが立てにくい新規事業
に対し、コストを抑えたBtoB ECサイトの立ち上げを支
援します。

EC-Rider B2Bに従量課金プランが登場
新規事業のスモールスタートを支援

　2015年9月、株式会社イーシー・ライダーは株式会社ラ
クーンと業務提携し、株式会社イーシー・ライダーが提供す
る「EC-Rider B2B」とラクーンが提供する掛売り決済代行
サービス「Paid」との連携を開始。ECによるBtoB取引が増
大する中、両者の強みを活かすことで、BtoB市場のさらな
る発展に寄与してまいります。

株式会社ラクーンの決済代行サービス
「Paid」とEC-Rider B2Bが連携

導入事例

株式会社ニトムズ

コンサルティング＆ソリューション事業 ECソリューション事業

フライトなら
全行程対応可能!

ヒアリング

システム提案

システム設計

プログラミング

システム導入

運用とサポート

！ ！
！

？ ？
？

©SofBank Robotics
ソフトバンクのPepperを活用し、

自社が独自に実施しているものです。

Business Overview
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68.6％

29.6％

1.8％

第29期

177

第28期

164

営業利益（単位：百万円）

第27期

322

第29期

11

第28期

3

営業利益（単位：百万円）

第27期

54

第29期第28期

△19
△46

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

　既存顧客を中心と
したシステム開発及
び保守、物流企業向
けのシステム開発並
びに社会保障・税番
号制度（マイナンバー）
対応に係るシステム
開発支援等を行いま
した。
　引合い状況は堅調に推移しておりますが、
人材採用が計画通りに進まなかったこと及び
サービス事業の立ち上げに要員を投入したこ
と等により、引合いに十分対応する人員体制
を確保できなかったため、前年同期比で減収
となりました。

68.6％

29.6％

1.8％

第29期

177

第28期

164

営業利益（単位：百万円）

第27期

322

第29期

11

第28期

3

営業利益（単位：百万円）

第27期

54

第29期第28期

△19
△46

営業利益（単位：百万円）

ECソリューション事業

　B2B向けECサイト
構築パッケージ「EC-
Rider B2B」 の 開 発
及び販売に注力いた
しました。
　収支につきまして
は、事業立ち上げの
ため、固定費が先行
して発生しており、営業損失を計上すること
となりました。

68.6％

29.6％

1.8％

第27期 第28期 第29期
売上高 1,911 1,592 1,955
営業利益 179 △59 △92
経常利益 165 △62 △128
親会社株主に帰属する当期純利益 152 △84 △162
総資産 1,472 1,446 1,415
純資産 558 473 311
自己資本比率 37.9 32.8 22.0
1株当たり純資産額 59円06銭 50円12銭 32円92銭
1株当たり当期純利益 17円10銭 △8円94銭 △17円16銭

第29期第28期第27期

売上高（単位：百万円）

第29期第28期第27期

営業利益（単位：百万円） 経常利益（単位：百万円）

第29期第28期第27期

親会社株主に帰属する
当期純利益 

総資産（単位：百万円）

第29期第28期第27期

自己資本比率（単位：％）

第29期第28期第27期

（単位：百万円）

第29期第28期第27期

△59
△92

1791,955

1,592
1,911

△62

△128

165

1,4151,4461,472

22.0

32.8
37.9152

△84

△162

第29期

1,351

第28期

963

売上高（単位：百万円）

第27期

1,222

第29期

582

第28期

620

売上高（単位：百万円）

第27期

688

第29期

36

第28期

23

売上高（単位：百万円）

第29期

1,351

第28期

963

売上高（単位：百万円）

第27期

1,222

第29期

582

第28期

620

売上高（単位：百万円）

第27期

688

第29期

36

第28期

23

売上高（単位：百万円）

第29期

1,351

第28期

963

売上高（単位：百万円）

第27期

1,222

第29期

582

第28期

620

売上高（単位：百万円）

第27期

688

第29期

36

第28期

23

売上高（単位：百万円）

　電子決済ソリュー
シ ョ ン（「Incredist」、

「ペイメント・マイス
ター」）及び次世代機

「Incredist Premium」
の開発及び販売に注
力いたしました。
　 新 製 品「Incredist 
Premium」の大型案件を当期に納品したこと
から、前年同期比で増収となりましたが、開
発費の発生により営業利益は微増となりまし
た。

9 10

財務ハイライトFinancial  Highl ightsセグメント別情報Segment Review



　総資産は、前連結会計年度末と比
べ30百万円減少し、1,415百万円
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（268百万円減）、売掛金
の増加（235百万円増）であります。

Point ① 総資産

　サービス事業の新製品の売上
により、大幅な増収となりまし
たが、新製品の開発費の発生、
並びにECソリューション事業の
立ち上り遅れ等により増収減益
となりました。

Point ④ 売上高／営業利益

　営業活動の結果支出した資金
は118百万円（前年同期は200
百万円の支出）となりました。
これは主に、税金等調整前当期
純損失158百万円の計上、売上
債権の増加235百万円及び仕入
債務の増加211百万円等による
ものであります。

Point ⑤ 営業キャッシュ・
フロー

　負債は、前連結会計年度末と比べ
132百万円増加し、1,104百万円と
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

（81百万円減）、買掛金の増加（211
百万円増）であります。

Point ② 負債

　純資産は、前連結会計年度末と比
べ162百万円減少し、311百万円と
なりました。主な増減要因は、親会
社株主に帰属する当期純損失の発生

（162百万円）であります。

Point ③ 純資産

有形固定資産
4

無形固定資産
29
投資

その他の資産
239

現金及び預金
704

現金及び預金
436

有形固定資産
16
無形固定資産
20
投資
その他の資産
237

前期
平成27年3月31日現在

当期
平成28年3月31日現在

連結貸借対照表（単位：百万円）

◆資産の状況

資産合計
1,446

流動資産
1,172

固定資産
273

資産合計
1,415

流動資産
1,140

固定資産
275

Point ①

前期
平成27年3月31日現在

当期
平成28年3月31日現在

負債・純資産合計
1,446

負債
972

純資産
473

負債・純資産合計
1,415

負債
1,104

純資産
311

Point ②

Point ③

◆負債・純資産の状況

流動負債
725

固定負債
247

流動負債
872
固定負債
232

前期
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

当期
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

連結損益計算書（単位：百万円）

売上高
1,592

売上高
1,955

営業
利益
△59

営業
利益
△92

経常
利益
△62

経常
利益
△128

税金等
調整前

当期純利益
△158

親会社株主
に帰属する
当期純利益
△84

親会社株主
に帰属する
当期純利益
△162

売上原価
1,449
販売費及び一般管理費
598

営業外収益
4

営業外費用
40 特別損失

30

法人税など
3

Point ④

売上高
1,955

売上原価
1,449
販売費及び
一般管理費
598

営業外収益
4
営業外費用
40

特別損失
30

法人税など
3

Point ④

当期
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）

営業活動による
キャッシュ・フロー

△118

投資活動による
キャッシュ・フロー

△66 現金及び
現金同等物に
係る換算差額

△7

財務活動による
キャッシュ・フロー

△81

新規連結に伴う
現金及び

現金同等物の
増加額
5

Point ⑤

現金及び
現金同等物の
期首残高
704

現金及び
現金同等物の
期末残高
436
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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28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 
 市場第二部 
 （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 335,704 3.55
片山　圭一朗 167,000 1.77
松本　隆男 159,700 1.69
カブドットコム証券株式会社 158,100 1.67
株式会社SBI証券 127,300 1.35
澤　由作 120,000 1.27
楽天証券株式会社 88,300 0.93
日本証券金融株式会社 66,600 0.70
江平　文茂 66,500 0.70
松井証券株式会社 65,900 0.70

（注） 1．持株比率は自己株式（829株）を控除して計算しております。
 2．持株比率は小数点第3位を四捨五入して表示しております。

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79名 （平成28年3月31日）

資 本 金 1,205百万円 （平成28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） 岡部　明代

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 米国・カリフォルニア州

グループ会社 FLIGHT SYSTEM TAIWAN Co., Ltd.
所 在 地 台湾・台北市
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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




