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1

役員からの売り出しは、東証一部、移行前の立会外分売と昨年

に行われたPOだったと思います。それ以外で高橋範光氏は昨年

10月18日と今年8月11日に保有割合減少の報告があります。何

故、高橋範光氏は持ち株を売りにだしているのか、理由を知っ

ているなら教えてください。

高橋の保有割合は減少しているかもしれませんが、株式は売却しておりません。あくまでPO等

に伴い株式が増えた分で希薄化が進み、持ち株の比率が減少したというのが実態でございま

す。とはいえ、今後、福留以外の創業メンバーが株式を市場に放出し、流動性を確保すること

はあり得ると考えております。東証一部上場企業になり、徐々に株主の構成を適正化していく

中で、いわゆる創業メンバーが数パーセントずつ分散して株式を持っているような株主構成

は、少しずつ変えていこうと考えております。

2

企業版ふるさと納税について伺います。御社自身が3000万円実

施されておりますが、自治体数はどれくらいでしょうか？見る

人によっては取引誘引とみる可能性もあるかと思います。寄附

金用途の確認などの透明性確保はされておりますでしょうか？

1つの自治体に対して、その自治体の推進する政策を、我々として協力したく、ある「村」へ寄

付をしております。寄付金用途は、村のデジタル化です。住民向けのサービス向上の為、色々

なデータを整備されている、そのことに対し、我々として支援し、出来上がったノウハウを日

本全国に広げていければと考えております。またコンプライアンスには抵触することのないよ

う、対処しております。

3

自治体デジタル化や地銀統合などの国策ど真ん中におられる御

社ですが、競争も厳しいのでは無いかと思います。その中で勝

ち抜く戦略などございましたらご教示ください。

我々が最もマーケットに対する洞察力が高いという状態を維持していくことを、1つの戦略とし

て考えております。お客様がどのようにデジタル化を進めていきたいのか、いけるのか、ある

いはビジネスや仕事のやり方を変えていきたいのか、いけるのか、ということを、我々が最も

知っている状態を作る。他社よりも、圧倒的に我々がお客さんに対するインサイトがあるとい

う状態、戦略差別的な優位性をどのように維持していくかを、しっかり組織として組み立てて

参りたいと考えております。

4

12月25日公表予定の有報の中で目標値の修正予定とありますが

IFRSを採用することによって営業利益増えることになるので

しょうか？

国際会計基準（IFRS）への移行に伴って、公表している営業利益に主にのれんの非償却分等が

加算される見込みです。

5

また、IFRSの採用によって投資有価証券の評価損益は決算時に

は損益として繁栄されるのでしょうか？

反映されます。

IFRS移行のもう一つの特徴として、投資有価証券の損益を、毎期取り込む必要がある事は、

我々も、リスクとして認識しております。
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6

企業版ふるさと納税はどの様な感じですか？あと大型M&Aは順

調でしょうか？

新しい取り組みとなる「企業版ふるさと納税」のビジネス自体は、コロナ禍による企業業績の

悪化などの背景もあり、一気に急成長するような状態ではないですが、緩やかに実績を作って

いく段階と考えております。M&Aにつきましては、対象のリストアップ、ターゲットとする業

種等、常に準備をしております。

7

いつもお世話になっております。

アメリカ大統領選が終わりバイデン政権の樹立が大勢の見立て

で進んでいます。

海外支社や海外の企業と提携のある御社に次期政権の影響やリ

スクはありますか？適宜、水を飲みつつお答えください。

今のところ、大きな影響はないと考えておりますが、ITの巨大企業がビジネスをやりにくくなる

と、今のアメリカの勢いに水を差してしまうような状態になりますので、今後趨勢を見て参り

たいと考えております。また、米中関係については、今後も注視が必要です。

8

まず、９月28日のチェンジ上場来高値&年初来高値からの12780

円からの、ストップ安売り気配マイナス3000円の9370円で引け

た時の率直な感想と、それに対する株主に、対する気持ちをも

う一度聞かせて下さい。

あと私独自の見解なのですが、日々公表に指定されたから、信

用買い残が増え過ぎたからとの意見がありますが、

そもそもチェンジは『貸借銘柄』に指定されていないので、個

人投資家は空売りが出来ない、

それに対して機関投資家は空売り自由自在、空売りし放題！

つまり《不当な空売り》だと思うのですが、福留社長はどうお

考えですか？

信用買いがあったからこその年初来高値&上場来高値12780円が

あったので、信用買い＝悪だとは決して言えないと思います。

9月28日のストップ安は非常に悔しかったです。上場来高値は、損をしている株主がいない状態

ですので、発行体にとりましては、一番快適な、みんなハッピーという状態ですので、常にそ

の状態を維持することは出来ないと思いますが、できるだけ事業を成長させていくことで、上

場来高値を何度も更新できるような会社にして参りたいと考えております。

今回の調整は大変急でしたので、投資家に対するダメージも大きかった為、本当に悔しい思い

をいたしました。マーケットは我々がコントロールできるようなものではありませんので、実

力を謙虚に受け止め、しっかりと、また「上場来高値を奪還しに行く」と決意を新たにいたし

たところでございます。事業内容の実態につきましては、着実に進捗していることをお伝えし

たいと存じます。

貸借倍率が異常な水準に高騰していたところを突かれ、市場の動揺、特に個人投資家の動揺を

誘い、一気に株価が下落しました。需給バランスは市場参加者が決めていくことではあります

が、我々としては個人株主に対するダメージが大きかったというように思っております。中長

期的には、しっかりと取返しにいけるよう、中長期で対策を打ってまいりたいと考えておりま

す。
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9

好決算、株式分割の発表ありがとうございます。

先日の臨時株主総会でお話がありましたテスラ蓄電池の自治体

への提供開始はいつ頃になりそうですか？

御多忙かと思いますのでどうぞ御自愛ください。

決算を跨いでいただき、本当にありがとうございます。

蓄電池の自治体への提供開始は、今年の年末から年始にかけてスタート予定、今年度から来年

度にかけてテスラの蓄電池を普及させていくべく、準備をしております。

蓄電池は非常にコストパフォーマンスに優れています。エネルギー革命を謳っている電気自動

車メーカー「テスラ」の蓄電池を、災害時にも電力供給が途絶えることのないよう、人命に関

わる病院・避難所等に、しっかりと普及させていきたと強く考えております。

10
背景が南国ですが、南国がお好きなのでしょうか？笑い zoom標準の背景から、好みのものを選択しました。鹿児島出身なので南国の空気が好きです。

11

チェンジ役員が自社株を売ったから暴落等のデマがありました

が、本当に売っていないのか、貸し株もしていないのか。

役員の高橋氏は株を売ったのではないですか？

※分割前だったはず。

売却しておりません。

今後、株主の構成を見直ししていく過程で、創業メンバーが株式を売却する必要が生じた場合

には、予めお知らせいたします。

12

チェンジの株主優待制度なのですが、今回分割すると、400→

800株からになるのですか？

株主優待制度改革して、100株の人にも何か頂けないでしょう

か？

記念にチェンジオリジナルクオカード等、《チェンジオリジナ

ル》な物が良いです。

株主優待制度は、今の優待制度の延長線上で分割を考慮した条件に変えさせて頂いておりま

す。以前、株主の皆様から、トラストバンクのふるさとチョイスを活用した、株主優待制度の

ご要望をいただきました。来期以降、ふるさとチョイスの仕組みを活用した株主優待制度の導

入を検討して参ります。

13

今回の株主総会がクリスマス当日の12月25日になっているので

すが、

何故にクリスマスに株主総会を開くのですか？？？ 

何かサプライズはありますか？？？

とても楽しみにしております。

総会の日程は、スケジュール調整上によるものです。

サプライズの予定はございませんが、あえてクリスマスプレゼントと申し上げるのであれば、

12月末基準日の株式２分割のお知らせです。
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14

前回のこの場で既に海外の機関投資家からも1to1ミーティング

の引き合いがあるとお話ありましたが、今回も同様でしょう

か。また数は前回と比べてどうでしょうか。背景いいですね、

ひょっとしたらワーケーションでしょうか。

北米、ロンドン、香港を中心に、海外機関投資家との1on1ミーティングは、来週以降、オンラ

インにて多数予定しております。

本日のzoomは、ワーケーション先ではなく、弊社本社オフィス（港区虎ノ門）から配信させて

いただいております。

15

今期計画について、経常利益が対前期比28%増に対して、EPSの

伸びは60%増となっているがこの理由を教えていただきたいで

す。

EPSは株価に直結する重要指標のため、この目標は非常に好感し

ていますが信頼性が気になってます。

信頼性という意味において、確実な数字でございます。

営業利益の増加については、36億から47億、ないしは52億までの増加に留まっておりますが、

親会社の株主に帰属する利益は15億から30億に倍増しています。持ち株比率70％だったトラス

トバンクを完全子会社化したことにより、30パーセント分の利益の帰属分を取り込んだこと

が、理由です。

16

エネルギー事業に関して、ホープ(6195)が自治体向け電力事業

で驚異的に伸びていますが、御社とホープは競合になるので

しょうか？ホープの伸びを見ていると御社のエネルギー事業も

ポテンシャル大と期待しています。

電力の小売事業に参入された株式会社ホープ様に対し、我々のエネルギー関連事業は「発

電」、電力供給の上流に進出していくような状況であり、競合はしないと考えております。株

式会社ホープ様は、非常に営業力があり、またAIで高精度な電力の需給予測をしてリスクを

ヘッジしている等、非常に良い事業をされていると思っております。我々も見習って、エネル

ギー事業を成功させていきたいと考えております。

17

県職員ですが、役所はまったくDXは進んでいません。いまだに

Excelを使えないような人ばかりで日本は変わらないと思いま

す。国や自治体のDX推進について、どんな戦略やマーケティン

グを行う予定ですか？　デジタル庁は日本を変えると思ってい

ますか？

我々がデジタル人材育成に一番最初に取り組む理由は、デジタルに対応できる人を増やさない

ことには、どれだけ箱を変えて色々な技術を入れたところで、使いこなせる人がいないと日本

は変わらない、という思いからであります。

我々、株式会社チェンジのミッションについてご理解頂きたいのですが、CHANGE Peopleが一

番最初に来て、CHANGE Business、CHANGE Japanという順番になっており、この順番に拘り

を持っております。国や自治体のDX推進も、我々は人からのアプローチ、デジタル人材を育成

し、育成した人材がその自治体のDX推進役を担うキーパーソンとなるよう、しっかりと支援し

ていきたい。しっかり現場に寄り添いながら、現場を変える、ボトムアップで変革を巻き起こ

すことを大事にしていきたいと考えております。
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18

チェンジとヘッドウォータースとのＡＩ×ＤＸ業界を変えてい

く決意を熱弁して下さい！！！

株式会社ヘッドウォータースとチェンジは連携し、個別プロジェクトに等においてAI活用の取

り組みを推進しております。今後は、個別プロジェクトに留まらず、標準化したサービスソ

リューションにしっかりと落とし込み、業界の横展開ができるようにしていきたいと考えてお

ります。

19

御社の企業版ふるさと納税について質問です。

トラストバンクが全国のポータル事業に取り組む以上、御社が

特定の自治体を選定して納税(寄付)する場合、不公平感のない寄

付が求められるのではないでしょうか。

何らかのガイドラインがありましたらご教示ください。

大企業が「企業版ふるさと納税」を検討する際、「全自治体に対して公平に寄付をしないと不

公平感があるのではないか」という点が、寄付にふみこめない理由として議題にあがります。

しかし、我々の考え方といたしましては、自治体との連携協定や契約に基づき、他の自治体で

はできないような唯一無二の事業であれば、その自治体の事業推進を支援することを目的に企

業版ふるさと納税を実施することが効果的であると考えております。

20
前期4Qの数字がそれ以前と比べて弱いが、失速していないか？ 失速はしておりません。数字をご覧いただければ幸いです。売上で約30億円という水準は、２

Q,3Qと比較いたしましても、かなり良い水準かと考えております。

21

2021年9月期はなぜレンジでの開示なのでしょうか？ 外部環境が不透明な中におりますので、ピンポイントでの数字ではなく、まずは22年9月期の中

計を前倒しし、ボトムラインとして営業利益47億は確実に作り、＋5億の範囲で上振れさせると

いう考えで、レンジでの開示をしております。

22

2024年までのDJ2で、オーガニックのみで営利100億。ざっくり

で構いませんが、100億の内訳は4事業でどんな感じでしょう

か。(デジタル人材、パブリテック、ふるさと、エネルギー事業)

4事業（デジタル人材育成/ふるさとチョイス/パブリテック/エネルギー事業）でボトムライン

を100億としながら、120億を狙いに行くことを計算しています。

デジタル人材育成で20億、ふるさとチョイスで20億、パブリテック（自治体向けITサービス

/LoGoシリーズなどの展開）の営業利益を10億、エネルギー事業で10億、合計60億程度のプラ

スを考えております。凸凹があって、おそらく、50億程度は堅く見積もることができるのでは

ないかと、考えております。なお、パブリテックは今後一層の投資をし、最終的にはパブリ

テックのLoGoシリーズのビジネスのみで、30億～50億程度の営業利益を出すポテンシャルがあ

ると想定しております。
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23

チェンジがトラストバンクを買収したのは、トラストバンクの

持っている顧客、地方自治体に色々売り込んで利益を上げるの

は分かります。

そこから横軸展開、縦軸展開、斜め上の展開はあるのでしょう

か？

地方自治体の顧客基盤に対するITサービス以外の事業展開といたしまして「ふるさと納税の返礼

品を提供していただいている事業者様向けのビジネス」、「地域の金融機関、地銀とのビジネ

ス」、「地域の課題に根差した事業展開」等を志向しております。

24

Googleやアマゾンのような世界を変えるような企業になってく

ださい❗　株価や時価総額なんかより、税金無駄遣いの役所を壊

してください❗

ありがとうございます。

世界を変えるというところで申しますと、我々、まずは日本を変える企業になっていきたいと

思っております。パブリックセクターの変革に今後の日本の将来がかかっております為、一

層、事業を加速させていきたいと考えております。

25

配当金に関してですが、福留社長はチェンジの成長に陰りが見

えたら、と仰っていますが、

成長しながら尚且つ配当金を出す事は出来ないのでしょうか？

何故このような事を言うのか。

私は配当金が欲しいのではなくて、

配当金を出さないと、機関投資家等に舐められるのでは無いか

と危惧しているのです。

あと、配当金を出さないと、年金資金や、生保、預貯金等の安

全運用マネーが流入しないのでは？と考えております。

前回の９月28日の大暴落再来だけは避けたいです。

配当金に関しましては、成長カーブと利益の水準を意識して、考えていかなければならないと

思っております。

現時点では、機関投資家の皆様に、配当無配を続けることについてお伝えし、成長資金に回す

ことを承知いただいている状況です。実績を見る限り、生命保険会社等の投資もいただいてお

りますので、今後も、引き続き、株主に対する総利回り(TSR: Total Shareholder Return)を意識

して経営していきたいと考えております。

26

Logoチャットは来年4月から対価回収するとの話だったが織り込

まれているか？無いなら何故か？

現時点では、織り込んでおりません。今、自治体では予算取りのピークですので、その辺りが

見えて参りましたら、今期の計画に反映していきます。但し、今期は4月～9月の半年間ですの

で、収益化の開始と継続的に利用者を伸ばしていくことのバランスを取りたいと考えておりま

す。

今期に関しましては、Logoシリーズの収益に頼らない成長戦略をしっかり形にしていきたいと

考えております。
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27

ズームじゃなくてLOGOチャットで開催できませんか？　個人で

も使えないでしょうか？　例えば公務員個人のためにアプリを

配布して使えば、同じ業務の人がつながるような機能とか公務

員用SNSみたいなの作れませんか？

「Logoチャット」では、公務員の皆さんの為のコミュニティを、今まさに作っているという状

態です。自治体間の横のつながりをしっかりと構築し、他の自治体取り組んでいる事例や、既

に実績のある業務等、様々なノウハウを共有していくと、自治体の業務が非常にスピーディに

なるという大きなメリットにつながります。

株主の皆様向けの説明会は、Logoチャットの用途としては向いておりませんので、引き続き

zoomで開催して参ります。

28

先月より株主になったばかりなので以前も同様の質問があった

かもしれませんが・・・

ふるさと納税サイトについて、競合となる楽天さんの楽天ポイ

ント付与は、とても利点で楽天自体の既存会員も多いと思いま

す。

ふるさとチョイスさんは検索しやすさと商品の豊富さの売りが

HPに記載されておりましたが、実際はどれくらい差があり

今後も優位性を維持できるとお考えでしょうか？

楽天さんは、非常に強い競合です。いわゆる楽天経済圏に、楽天カードをお持ちの方や、楽天

のポイントを貯めている方は、ふるさと納税にも、楽天さんをお使いになっているケースが非

常に多いと見ております。

しかしながら、我々のお客様は、(楽天ユーザーの方と被るかもしれませんが）富裕層が非常に

多いのが特徴であり、今のところ、楽天さんよりも寄付金額や、取扱い自治体数・商品数の観

点におきましても、優位性を維持していると考えております。

29

決算説明資料を見ると、M＆Aの絵が既に出来上がっているよう

に見えるのですが、進捗、調整はいかがでしょうか？

１QでM＆A発表の予定でしょうか？

来年からのM＆Aの税制優遇を利用するために１Q発表なので

しょうか？

相手との交渉事であり、合意形成が非常に重要ですので、進捗については申し上げにくい事で

はありますが、常に努力しているところでございます。先ほどのプレゼンテーションの中で申

し上げたような、3パターンのM&Aで成長に繫げ、我々経営陣の経営体制の強化、相手先の強化

にも繋がるよう、機動的なM&A実行に向けた体制・機能拡充して参ります。

30

テスラとの協業、IRを適時開示しないのは何故でしょうか？

※適時開示していたら、私の勘違いでしたら申し訳御座いませ

ん。

タイミングが非常に重要ですので、具体的な事例や実績が出てきて、皆様にアピールできるよ

うになりましたら、リリースしたいと考えております。
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31

企業版ふるさと納税が収益の柱として成長できるのか戦略を教

えてください

現行の個人版ふるさと納税と同じように、事業の収益基盤になるかという点につきましては、

今年の感覚ですと非常に難しいと思っております。しかし、大事なサービスラインナップの一

つであり、今後、企業と自治体をマッチングすることが非常に大事なポイントですので、しっ

かり形にしていきたいと考えております。また、人材を地域に派遣していく企業が税控除を受

けられるような新たな政策もありますので、うまく地域の支援に使って参りたいと考えており

ます。

32

前回8月のズーム説明会で、「向こう数年で売上300～500億程度

を、長期的には1兆円規模を」と仰っていました。DJ2も売上500

億ターゲットという理解で正しいでしょうか？

DJ2では、まずオーガニックに100億円の営業利益規模に到達するためのシナリオを詰めている

ところです。最終的には、どこまでM&Aで上乗せするかに応じた売上規模になります。した

がって、向こう数年で300億から500億がターゲットになることは想定として変わりません。

33

自動運転、AR、SLAMを研究開発しているK社と(Kudan)と協業

したりしませんか？

必ず自動運転、ドローン、ロボティクスのトップを取れる会社

です。

具体的な協業については、今はございませんが、今後出てくることがあるかもしれません。

34

チャット、フォーム以外のLoGoシリーズを考えていると話あり

ましたが、検討中の段階だとは思いますがどのような領域を

ターゲットとして考えているのか聞かせてください。AIinsideす

ごいことになってますが意識はされていますか。

チャット、フォーム、以降のLoGoシリーズの拡張領域ですが、まずは、「公金決済」のデジタ

ル化支援に取り組んでいきます。紙・判子・現金・電話をいかにデジタル化するかが鍵となり

ますので、まずは現金のデジタル化支援をやっていきます。来年3月にYahoo!の公金決済サービ

スがなくなりますので、その後の公金決済のマーケットを取っていきたいと考えております。

もう一つは、住民と自治体の電子的なコミュニケーションを促すためのSMSサービスの支援を

考えております。その他にも、セキュリティのソリューション、自動化のソリューション等を

随時投入していきたいと考えております。AI insideのAIOCRは非常に面白いソリューション

で、我々も注目をしています。

35

一般的に過去の例では、せっかく育てた人材が、会社を裏切る

という例が、ありました。そういうことを防ぐ手立ては講じて

いますか？

会社にとって必要な人材が辞めていくことのないよう、そのような人材が、仕事に熱中し、楽

しくてしょうがないという環境をいかに作るかということが重要だと考えております。
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36

コーポレートトランスフォーメーションは、例えばどの業界で

行いたいでしょうか？

業種としては、人材業界、不動産業界、あるいは介護などの業界で、旧態依然とした仕事のや

り方でビジネスを展開しているような企業があればトランスフォーメーションを手掛けたいと

考えております。

37
株式分割はいつやりますか？

２分割ですか？３分割じゃダメですか？

2020年12月31日に、2分割の株式分割を予定しています。

38
株価が高くなっていますが，再度，株式分割をする予定はあり

ますか。

2020年12月31日に、2分割の株式分割を予定しています。

39

重点施策の「パブリテック加速」について3点確認させてくださ

い

・複数の重点施策の中、リソース投入の観点から「パブリテッ

ク加速」の比重を教えてください。（感覚値でもよいので、％

で教えて頂けますか）

・官公庁DXという大きなマーケットにおいて、狙ってる具体的

な細分セグメントあれば教えてください

・当該セグメントにおける競合に対する認識および、競合にな

い御社の強み教えてください

パブリテックへのリソース投入が最重点であり、チェンジからの出向を含め、パブリテック事

業に重点配置し、このビジネスを加速させていくという意思決定をしております。感覚的には

約60％といったところでしょうか。

ターゲットにしている具体的なセグメントに関しましては、コミュニケーション系、情報の流

通の支援をしていきたいと考えております。自治体間でノウハウの共有をしていく話を致しま

したが、自治体間だけではなく、中央省庁と都道府県と基礎自治体、この縦のラインのノウハ

ウの共有、情報の流通改革を支援して参りたいと考えております。

競合に対する認識でございますが、自治体向けのITサービスは、ある意味競合がいくらでもいる

領域と思っております。我々が競合にない強みがあるとしましたら、現場で本当に必要なソ

リューションを開発できる、お客様に本当に必要とされるものを作りきる力がある点だと考え

ております。

40

オフィス縮小のコスト削減効果はどの程度でしょうか？ 年間1億5,000万円前後のオフィス縮小による固定費の削減となりますが、シェアオフィスのコ

スト等が掛かってまいりますので、完全に縮小分が削減になるという訳ではございません。

41

「チョイスSCM」とは何でしょうか？ ヤマト運輸株式会社と包括的な提携によって作られた新しいサービスです。ふるさと納税の返

礼品を、ふるさとチョイスの情報のコントロールの下に、ヤマト運輸へデータを流し、ヤマト

運輸がふるさとチョイスの物流を担います。これにより、我々が、物流のサービスレベルを向

上させていき、新たな収益の獲得を予定しています。
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42

新中計でM&Aを重視するとのことですが、現状も借入金が少な

からずあると思います。

M&Aの原資ついてはどのようにお考えでしょうか。

M&Aの原資については借入金、借入金が足りなければ当然エクイティファイナンスを考えてい

ます。これについては、中計を整理した上で、M&A投資規模に応じた計画を立てて実行して参

ります。

43

ふるさと納税について、日本ベル投資のレポートによると、今

後数年で6000億円の取扱額でテイクレート5%、シェア5割で御

社150億の売上、とのことですが、おおむね、そのような理解で

しょうか？

例えば、6000億の市場規模に成長し、シェア5割で3000億の取扱高、3000億の手数料5パーセン

トで150億の売り上げとなりますので、こういった規模感を目指せることが一番理想的な姿だと

考えております。

44

M&Aの新規案件はどのように見つけるか教えてください。金融

機関（証券会社、銀行等）からの提案ですか？

M&Aの新規案件は、自分の足で探しています。金融機関からの紹介もありますが、やはり自分

の足で探して、自分の目で確かめることが必須かと思っております。ターゲットにした会社に

対して、アプローチが難しい場合、金融機関からの紹介を受けるというようなこともありま

す。

45

本日の決算説明、とても良い決算内容に感謝です。

どうも有難う御座いました。

1つ質問なのですが、今後多くの経営者を輩出したいとのことで

すが、それは先行費負担となり、営業利益を押し下げる圧力に

なってしまうのでしょうか？

また、排出したい業界、分野、チェンジとの親和性について、

思うところがあれば、コメントいただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

多くの経営者を輩出したいというのは、どちらかというと、「育てる」という意味です。先行

費の負担とならないような形で、人の育成をしていきたい。特に、DXを用いた企業の変革がで

きるような経営者人材を育てていきたいと考えております。

46

テレワークなども多くなる中、某ゲーム会社でランサムウェア

によるセキュリティの問題がありましたが、セキュリティ会社

との提携やM&Aの可能性はありますか？

海外の会社も含め、セキュリティ会社との提携や、セキュリティを事業領域として強化してい

くことは、戦略としてありうると考えております。
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47

今後デジタル庁のアクションが御社事業に与える影響も大きい

かと思いますが、当該行政とのつながりや働きかけなど、何か

アクションがあれば教えてください。

デジタル庁が設立されたことで、例えばIT基本法の見直し、自治体を含めた官公庁の調達の見直

し等、具体的な権限を持って日本の官公庁のITインフラを変えていく、と思っております。

デジタル庁による、行政のDX（デジタル変革）推進を、我々が支援していきたいと考えており

ます。

48

4Qのパブリテックの売上は、3Qよりも増えています。ふるさと

納税の取り扱い増加が主因でしょうか？その一方で、4Qの利益

は3Qより小さくなっています。これは先行費用によるもので

しょうか？

決算報告資料9ページをご参照ください。

49

エネルギー事業が収益の柱になるイメージがつかないのです

が、素人でもわかるように収益の柱になるイメージを教えてく

ださい。

電力設備のサービスフィーを収益としていく、例えば、1億円の投資に対し、毎年1千万×20年

のフィーをいただくようなビジネスモデルになります。エネルギー事業をどのように収益化し

ていくかについては、中計の柱になりますので、その中で詳しいご説明をしたいと考えており

ます。

50
NTW-ITは減益基調が続いてますが、いつごろ増益に転ずるので

しょうか？

本年度から増益に転ずる予定です。

51

ふるさと納税の昨年度の前年度対比の成長率、及び、今期の伸

びの見通しについて教えてください。また、テイクレートの変

更についても解説ください。

昨年度対前年比ですと、120～130％の成長をしておりました。今期につきましては、対前年比

＋10％前後の見通しを立てております。テイクレートの変更につきましては、2020年3月以前は

3％前後でしたが、同年4月以降一律5％にしております。

52
電力事業が事業にインパクトを与えるのはいつ頃になる見通し

でしょうか？

2024年の9月期には、PLにインパクトを持つような状態になることを想定しております。

53

JigSaw(3914)との協業について、最近進捗を聞きませんが、ど

のような協業が考えられるのでしょうか？山川社長とは定期的

にコンタクトされているのでしょうか？

直近ではIoT領域の新規案件の創出がなされておりませんでしたが、継続的な関係性には変わり

ません。
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54

それからM&Aの規模（金額）と買収資金はどうのに調達するか

言える範囲で教えてください。

M&Aの資金調達ですが、トラストバンク同様、まずはデット・ファイナンスにて調達し、問題

がなければそのまま、その後、財務上の安全性などに問題があれば当然エクイティ・ファイナ

ンスで改善をしていくことを考えております。M&Aの規模に応じて、当然エクイティ・ファイ

ナンスも視野に入れて参ります。

55
利益倍増には御社人材の数的な増強やその教育も必要になろう

かと思いますがどのようなお考えでしょうか？

人の育成は極めて重要な要素ですので、組織の増強については、経営課題の最優先事項の一つ

として取り組んでまいります。

56

電池関連のM&Aについて、次世代電池として固体電池企業があ

ると思いますが、めぼしい企業はあるのでしょうか？大手にな

りますと村田製作所などですが。ざっくりな質問ですみませ

ん。今後の技術なので野望だけでも構いません

電池・蓄電関連でM&Aをやっていくことはあまり想定しておりませんが、テスラはじめ関連す

るプレイヤーと連携し、事業を進めて参りたいと考えております。

57

お世話になります。応援しています。

外国機関の空売り攻勢に対して

なんらかの対応、処置ってお考えありますか？

空売りを仕掛けるのが嫌だなと思うような銘柄に育っていきたいと考えております。

58

先行費用5.1億円は基本的にパブリテックに対するものですか？

これ以外にNEW-ITに対する先行投資もあったのでしょうか？

パブリテックが大半です。但し、5.1億のうち５千万程度はNew-ITに関する先行投資、具体的に

はデジタル人材のコンテンツ開発等のサービス開発に投資しております。

59

株価が一気に水準を訂正しました。おめでとうございます。そ

こでお尋ねです。株価の実力で評価された分をどの程度見込ん

でおりますか？期待値何割位だと思われますか？宜しくお願い

します。

実力で評価していただいているところはあるかと思いますが、PERがかなり高いですので、ま

だまだ期待値が高いと考えております。その期待に、しっかりと沿った成長ができる会社だと

マーケットに評価していただけるよう頑張って参ります。
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60

すみません、もう1点質問が御座います。

市場でも、だいぶ耳にするようになっているESGについて、この

取り組みが今後どのように企業成長に寄与するのかが、よく分

かりません。チェンジとしては、具体的に、どのように進めて

いかれるのでしょうか？これを進めていくことで、どんなメ

リットがあるとお考えですか？

宜しくお願い致します。

今後、企業の長期的な成長のために、我々は、ESGが示す3つの観点が非常に重要であると考え

ております。

環境（Environment）：地球環境に対する取り組み/社会（Social）：社会の課題解決に取り込

んでいく/ガバナンス（Governance）の統制が、今後、投資に値する企業であると市場に認め

ていただく需要なポイントだと考えております。

61

地方銀行向けのDX支援の事業の進捗具合を教えて頂きたいで

す。古い企業体質の最たるものだと思うので、そちらを改善出

来たらかなり面白いかなと思っております。

地方銀行向けDX支援は、新しい事業領域としては、非常に面白いと思っております。具体的な

事業の計画・実現性について、地銀と共にコミュニケーションを図りながら検討をしていると

ころです。意思決定が速い業種ではありませんが、地方銀行の為になるDXに、粘り強く取り組

んで参りたい。

62

急激な株価の上昇に対する株価維持とさらなる成長戦略の目玉

はどうお考えでしょうか？

株価の維持に関しては、しっかりEPSをあげていく。既存事業、新規事業両面で成長を遂げてい

き、さらにM&Aに取り組んでいくことで、期待していただいている成長カーブを描いていきた

いと考えております。

63

いつもこの時間の決算説明会、また丁寧な株主対応ありがとう

ございます。前回の説明会で、海外投資家への説明会等を行う

とのことでした。

本日１６時～機関投資家向けの説明会を終えており、これから1on1の海外投資家向け説明会を

開催していきます。

64

LoGoチャットの収益化に関して、開始時期やアカウント料金に

ついて変更はないでしょうか？またスーパーアプリ化した際に

最終的な顧客単価はどのくらいを見込んでいますか？

変更ございません。

アプリケーションについての確定したことは、現時点ではまだ申し上げられません。

65

株主分割発表ありましたが、

分割し過ぎると値動きが悪くなる事を怪訝しております。

自社株買い&株式償却はありますか？？？

優先順位を考えながら、様々なオプションについて常に検討しております。



Number of 

questions

134

No.

Question Answer

株式会社チェンジ　2020年9月期決算説明会(個人投資家向け)

66

予想に織り込まれていないLogoチャットの利益が出た場合は業

績の上振れになるのでしょうか？それとも先行投資に使われる

のでしょうか？

現時点では未定です。

67 現況での海外投資家からの問い合わせはいかがでしょうか。 来週以降、海外投資家とのミーティングは多く予定しております。

68

政府主導で官公庁のデジタル化がすすめられる場合、大手企業

にそのデジタル化のためのビジネス機会が多く与えられ、御社

が取り組んでおられる分野にまで浸食されてしまう可能性はな

いのでしょうか？(例えば自治体向けLogoシリーズの分野など)

現場で本当に使えるデジタル化の推進が、我々の強みだと自負しております。

69
ライザップもM and Aを進めて、失敗し、暴落しましたが、御社

でのM and Aについてどのようなリスクヘッジをしてますか

PMIのシナリオを十分に検討し、練ったうえで、M&Aを進めております。

70

御社の若い経営者育成の為に、スタートアップや赤字企業を買

収予定。理解しました。これは当然、大型ではなく小型買収に

なりますよね？趣旨は理解しますが、利益貢献もすぐに期待で

きる買収として検討しているのでしょうか？

基本的には、利益貢献が期待できるような買収を前提に組み立てていきます。１０～２０億円

くらいの規模の買収を通じて、営業利益の水準を５～１０億円くらい上積みできるようなポテ

ンシャルのある買収を検討していきます。

71
今後、海外進出する予定はありますか？あるとすればどんな事

業ですか？

あくまでCHANGE JAPANに拘っております。

72

LoGoシリーズの伸び率は鈍化してるように見えますが、その要

因教えて頂けますか。そして、導入数からすると、どこまで目

指せると予想されてますか

アカウント数はコントロールしております。利用率の伸長、利用効果をあげることに注力して

おります。導入数は、一般行政職員数約９０万人中、約半数の職員の皆様にご利用いただける

ことを、目指しております。また導入自治体は、1,000を超えることを目標にしております。

73
時価総額の目標はありますか？ 具体的な数値目標は市場に対する影響が大きいため申し上げられませんが、今より高い時価総

額が実現できるような企業になるべく、努力して参ります。
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74

お世話になります。本日も有難うございます。

９月２８日の急落には肝を冷やしましたが御社の事業内容は日

本の労働環境の変革を牽引する企業に変わりはない事、何より

福留社長に投資している気持ちもありましたので一切売却せず

保有しております。

来年以降LOGOチャットの収益に期待していますが有料化に伴い

利用を停止したり、アカウント当たりの料金の値下げ交渉など

のリスクはあるかと思いますが現状LOGOシリーズの予想をどの

ように見てますでしょうか？

競争激化による単価の値下げ、アカウント辺りの料金の値下げ等も、出てくるかもしれません

が、大事なポイントとしては、LoGoシリーズがちゃんと自治体様へ普及するよう、例えば、都

道府県でまとめて購入いただき、市町村へ展開していく等、今期、営業戦略を確立させ、来期

以降に結び付けて参りたいと考えております。

75
12000円で遭難しています。　救助をいつかお願いします。。 株主の皆様へ報いることが出来るよう、しっかり業績を伸ばして参りたいと考えております。

76

マイナンバー関連事業には興味ありますか？ マイナンバーに関連してxID,いわゆるデジタルID（エストニアに普及しているモデル）を日本に

導入しております。今後、マイナンバーに関連する事業展開についても、加速して参りたいと

考えております。

77

いつも力強いメッセージを有難うございます。今回はテスラの

蓄電池システムを普及させるべく推進しているかと思います

が、一方で世界的に全個体電池の開発が日本を中心に進んでい

るかと思います。良い製品が上市された際には日本を元気にす

ると言う意味で、Japan madeの製品をどんどん広めて頂きたい

なと考えております。

海外製品のクオリティやデザインに、日本製品が追い付いてきたら一緒になって盛り上げて参

りたいと考えております。

78

ホームページがもっと格好良いといいと思うのですが、リ

ニューアルされるつもりはないのでしょうか？

申し訳ございません。

今のところ、ホームページへの投資はしておらず、どこかのタイミングでしっかりリブラン

ディングして参りたいと考えております。
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79

dx人材になりたいのですが、私の勤務先は印鑑大好きな江戸時

代のような会社風土であり、投資してくれそうにありません。

株主優待の一つとして、貴社の人材育成サービスを割安で個人

が受講できるようになれば嬉しいです。ご検討頂ければ幸いで

す。

ありがとうございます。

非常によいアイデアですので、早速検討して参りたいと思います。

80

デジタル庁創設は、業界に取ってプラスですが、一方で地方自

治体別々のシステムを統一する方向となれば、御社のように

個々の自治体へのシステム納入業者にはネガティブではないで

すか?

個々の自治体向けにシステムを作っているわけではない為、標準化されたサービスを我々が担

うことができれば、我々にとって追い風になります。一方で政府による標準化がなされていく

ことについては、十分注意して見ていく必要があると考えております。

81
ＤＸの黒子はチェンジ。チェンジの顔は福留社長。チェンジの

黒子は神保会長。神保会長の役割を聞かせてください。

企業価値向上の為の内部管理・組織力強化を一手に担っております。

82

本日、株式分割が発表され驚きとともにホールドしている株主

として嬉しく思いました。それと共に、前回の分割からのスパ

ンが短いとも感じるのですが、今回分割をご決断するに至った

経緯をお聞かせいただきたく存じます。

株式分割に関するポリシーとして、東証が株式の取引単位の適正な水準を50万円前後と推奨し

ております。当社でいうと、5,000円を上回った時点で、株式の分割を意識しはじめ、7,000円

～8,000円の水準が定着したら分割する目安としておりますので、今回12月末での分割の意思決

定をさせていただきました。

83

DXを進める上でアナログ派から抵抗があるかと思いますが、そ

のような抵抗派をどのようにして納得させるか、重要と思われ

る点をご教授ください。

また、地銀統合を進めるうえで重要と思われる点をご教授くだ

さい。

非常に難しいテーマでありますが、コロナが追い風となり、デジタル化しないと仕事が回らな

いということを、しっかり社内のコンセンサスとしていくことが大事だと考えております。

地銀の統合にあたりましては、一番重要なのは収益性をどのように高めるかです。デジタルト

ランスフォーメーションを推進するにあたって、収益性の高いビジネスモデルを再構築するこ

とが、地銀統合の中で最重要テーマであると考えます。

84

ありがとうございました。ホープは小売り、御社は発電(上流)と

いうことですが、発電と小売りでは収益性はどちらが高いので

しょうか？どちらが儲かるのでしょうか？

一概に比較はできませんが、発電（上流）の方が、安定性が高いビジネスであると考えており

ます。発電と小売りは異なるビジネスモデルであるという認識でおります。
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85

足元の自治体向けの人材育成ビジネスはどのていどの売り上げ

規模があるのでしょうか？前年に比べてどの程度伸びているの

でしょうか？

自治体向けの人材育成ビジネスは、まだ売り上げを計上するようなサービスではございませ

ん。人材育成は今後も力を入れていきますが、現在は無料で学習コンテンツを配信してサービ

スを展開する段階です。

86

夜遅くまで説明会お疲れ様です。

オフィスを縮小するとのことで、御社はこれからテレワークを

推進していくのだと感じました。

しかしテレワークは社員の生産性が落ちる（社員のだらけ、テ

レワーク設備の不備によって発生する問題）可能性があるので

はないかと懸念しているのですが、御社では問題ないでしょう

か。

ご教示お願いします。

当社ではテレワークの実施により生産性が低下しないことが直近の6か月で確認できたため、テ

レワークを加速していきます。とはいえ、リアルなコミュニケーションも重要であるため、最

適なバランスを模索したいと考えております。

87
単純に言うとIFRS導入で営業利益予想は51-56憶円にひきあげら

れるのでしょうか。

ご認識のとおりです。

88

日本のDXリーディングカンパニーになるのはとても惹かれるポ

イントとして、これからも引き続き応援していきいます（現物

所持で）。ところですが、私は海外の個人投資家として、色ん

な国の事情を知ることによって、日本はデジタル後進国として

認識しております。自分を勝つという意味で、更なる強さを求

めるためには、”先進国（例えば中国？）に学びたい”と考えてい

る部分があるでしょうか？

DXの世界では中国・アメリカが先進的です。両国の先進的な事例を日本に導入していきたいと

考えております。

89

2021年9月期の業績見通しについて、売上と利益の部門別の内訳

を教えてください。また、売上の成長は想定以上に伸びるとお

考えはありますか？御社はガイダンスが控えめだと思っていま

すが、前提条件等あれば教えてください。

2020年9月期の業績を踏まえて、なるべく保守的に見込んでおります。New-ITが売上40億、利

益6億で見込み、残りをパブリテックで見込んでいる。前提条件として、新しい事業やサービス

の数値は含めておりません。
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90

先日の臨時株主総会で、蓄電システム関連でテスラの話が出た

そうですが、支障の無いところで、今後どのような展開に進む

可能性があるのでしょうか？

災害に強いまちづくりに生かしていきたいです。蓄電を含め、レジリエンスを実現するための

システム構成を検討し、具体的な導入案件に取り組んでいく。

91
ロゴチャトのアカウント数２７万のなかで使いこなしている

ユーザーはどのぐらいいるのでしょうか

正確な数字は申し上げられませんが、使いこなしているユーザーの比率を100%に引き上げるた

めに当社が支援してまいります。

92
デジタル庁新設に対する何かしらのアプローチ、取り組みがあ

れば教えてください。

具体的なアプローチについては申し上げられません。

93

さとふるなど、時期的にもネット広告やテレビのCMなど露出の

増えてきているサイトも多いと感じます。

ふるさとチョイスに関しても国民に対するアピールがもっと必

要ではないかと感じますが、いかがでしょうか？

まだまだアピールを行っていきたいと考えております。ただし、テレビCMに頼るのではなく、

社会に役立つサービスを提供することにより、もっとメディアでの露出が増えるように取り組

んでいきたいです。

94

ボトムアップで現場から自治体を変えるとのことで、賛同いた

します。が、デジタル化が国策となりトップダウンでの改革に

より、オトナの事情で御社の努力が無に帰す事をリスクと考え

ます。いかがでしょうか？組織の上流や中央省庁へのアプロー

チは選択肢にございますか？

仰るとおりです。

行政組織のトップや中央省庁へのアプローチについては、大企業のネットワークよりも当社の

ネットワークのほうが強いところもあります。その中で当社にとって不利な環境が作られない

ように監視していきたいと考えております。また中央省庁にも当社のファンを増やしていきた

いです。

95

スマートシティ関連事業の進捗状況をご教示ください。 非常にうれしい質問です。

都市部のスマートシティ案件のみならず地方のスマートシティ化の動きが加速しているため、

この機会を取り込んでいきたいと考えております。

96

DJ2までの利益上積み50億のうちエネルギー事業は10億程度と。

つまりDJ2のオーガニック営業利益が仮に100億の場合、エネル

ギー事業はそのうち約10%ぐらいのウェートという感じでしょう

か？

ご認識のとおりです。

97

海外への本格進出はいつ頃を考えていますでしょうか？

考えているとすればどのようなビジネスモデルで展開します

か？

現時点では海外への本格進出は想定しておりません。

まずは国内、特に地方の隅々まで当社のサービスが行き渡るように進めていきたいと考えてお

ります。
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98

先ほど企業版ふるさと納税の質問で「企業と自治体のマッチン

グ」とおっしゃりましたが、寄付に限らず普遍的なニーズがあ

る領域だ思います。

企業版ふるさと納税を試金石としてその先の事業展開として考

えられていることがあれば教えてください。

企業がもつ地域創生のノウハウと自治体の課題をうまくマッチングさせて、自治体の課題解決

のプラットフォームを創っていくことが企業版ふるさと納税の次の課題だ考えております。

99

いつもありがとうございます。

自社も含めデジタル人材育成、経営人材輩出を考慮されており

ますが、人材の採用・育成計画にについての戦略を社長の言葉

でお聞かせいただけませんか。また現在どのような前職者から

転職が増えているのでしょうか。（20代ですが貴社への応募も

検討しております）

ぜひ我々の組織の強化に興味をお持ちいただき、Wantedly等の採用媒体を見ていただきたいと

思います。

事業戦略とその戦略を遂行する組織の在り方、会社のバリュー(大切にしたい価値観)をセットで

考えながら人材を採用し、教育することを徹底しています。転職者はIT業界が多いですが、20

代はポテンシャル採用も多いです。

100
オンライン教育やオンライン診療などに、チェンジが進出した

り業務提携するなど可能性はありますか？

可能性があると考えています。

101

ヤフーの株価掲示板は見ていますか？ もちろん見ています。今日、当社が上場した時から当社の掲示板にいらっしゃる投資家様の

「アニメ店長」がコメントくださりありがたかったです。私も掲示板を見ながら個人株主の気

持ちを把握しております。
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102

お答え頂ける範囲で構いません。

LoGoフォームで提携されているxID社についてですが、xID社の

マイナンバーを利用したアプリには直接関わっていらっしゃい

ますか？

国はスマホにマイナンバーを結び付けていく方針のようです

が、そのことによってLoGoフォームの利用減少にはならないで

しょうか？

またヘッドウォータースの株は今期中の売却を予定されていま

すか？

今後も応援しております！

LoGoフォームとの連携でxIDのマイナンバーを利用したアプリに一緒に取り組んでいます。利

用減少ではなく、相乗効果が起きると考えております。なお、ヘッドウォータースの株式の売

却予定はございません。

103

今回 分割を決めた理由は何でしょうか?

今後も分割をしていく可能性はあると思いますが御社として い

くら位の価格が流動性があっていいとお考えでしょうか?

株価5,000円程度がちょうど流動性が良いと考えております。基本的に、東証のガイドラインの

水準に従うことが望ましいと考えております。

104

ふるさとチョイスの価値向上についてお願いです。楽天やさと

ふる含め多数のサイトを使っていますが、いつ届くのかわかり

にくいことが多いです。（生鮮食品・果物などは事前に受け取

りを調整したいのですが突然届くことがあります）。特に食品

は定期便が多いので囲い込みのメリットが大きいので、こう

いったいつ届くのかをより分かりやすくして差別化が図れるの

でチョイスSCMで強化をしていただければ幸いです。

仰るとおりです。

ふるさと納税の問題点の1つは、お礼の品がいつ届くかわからないことです。チョイスSCMで届

くタイミングを明確にしたいと考えております。
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105

来週月曜日から徐々に株価が上昇し

年末に株価が15,000円を超過し、来年になり

7,000円以上で株価が安定したら

再度分割ありますか？

7,000円～8,000円で安定してきたら株式分割のタイミングであると考えております。

106

ヘッドウォータースと組んでAIで自治体を劇的にチェンジする、

AI CROSSと組んでLoGoシリーズが爆発的にすごいものになる

ことを妄想していますがそのような動きはありますでしょう

か。

当然、資本業務提携先の会社と一緒に、自治体マーケットを攻める予定です。

107

チェンジの社長さんや職員さんが自治体や企業の方とどのよう

に仕事しているか、YouTubeにドキュメンタリー映像を流してく

れませんか？　広告は出さず表に出る必要がないと仰っていま

したが、チェンジの仕事の様子が見えなくて不安です。

アドバイスありがとうございます。

108

最近チェンジがマザーズと連動して株価が上下してしまってお

りました。

どうお考えですか？

東証一部に鞍替えして約2年ですが、銘柄としてはマザーズに近いので、マザーズにいる投資家

の動きに引っ張られることがあると考えています。

109
今後M&Aをしていく上で、どのような分野の企業に注力してい

くお考えでしょうか？

類似の会社から人材や組織のM&A、事業会社に対してDXを仕掛けていくためのM&Aを考えて

おります。

110
先日の株主懇談会ほどの熱が感じられません。お疲れなので

しょうか？喉が乾いてるのでしょうか？

先週の金曜に喉を壊してしまい、声が出にくい状況です。そのため熱が感じられないように見

えますが、元気です。

111
更に株を買いたい気持ちになりました。1つ質問ですが、海外投

資家の保有比率は開示していますか？

開示していますが、まだ高い水準ではありません。今後は創業メンバーが大株主になっている

保有比率を改善していきたい。

112
機関投資家向けのセミナーも、後日、ウェブにアップされ、

我々個人投資家も聞くことが出来ますでしょうか？

説明会の内容は同じですが頂戴した質問が異なりますので、Q&Aを取りまとめてWebに公開し

ます。

113
2021年9月期のガイダンスについて質問ですが、売上の前提条件

としてM&Aは考慮していますか？

M&Aについては考慮しておりません。オーガニックの数値のみです。
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114

平井デジタル相が、エストニアから学び注目している、と話し

ていました。エストニアと言えばチェンジ。平井さんと福留社

長は面識はございますでしょうか？

個別の話は申し上げられませんが、お会いしたことはございます。エストニアから学ぶのは１

つの成功モデルとして大事なポイントだと考えております。当社の子会社の支店もエストニア

にあります。

115

トラストバンクのテイクレートの更なる見直しの余地はありま

すか？競合他社よりも低く競争力がまだ有ると思うのですが、

引き上げ予定が無いとすれば、理由を教えてください。その理

由は例えば自治体との関係性などでしょうか？

値上げを行うだけの価値を提供できるかどうかがポイントになるかと思います。価値のある

サービスを提供し、その価値に見合ったテイクレートだと判断すれば上昇する可能性もありま

す。

116
本日は貴重なお時間ありがとうございます。DX人材の育成に関

して、教育機関との連携の構想はございますか？

DX人材の育成にあたっては、様々な企業や教育機関と連携しながら広げていくことを考えてい

ます。

117

株式分割の前の段階のIRで『投資単価の引き下げ検討』のIRを出

す企業があるのですが、チェンジはこのIRは出さないのですか？

チェンジから聞いた事が無いので、、、

又、この『投資単価引き下げ検討』のIRを出しにも拘わらず結局

株式分割せずに株価が下がって株式分割せず終わる会社もあり

ます。

どう思われますか？

2017年11月14日付の適時開示「投資単位の引下げ（株式分割等）に関する考え方及び方針等つ

いて」にて公開済みです。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3962/tdnet/1533419/00.pdf

会社の判断かと思いますが「投資単位の引下げに関する考え方」について経営としてどのよう

なスタンスかは株主様としてみておくことは必要かと思います。

118

福留社長は御社以外での株式売買のご経験は有りますでしょう

か。

今は立場上、行っていないが、元々株式投資が好きなので投資家の気持ちがよくわかります。

企業の研究をして、自分の見立てが正しいかどうかの検証をすることが楽しいですね。

119

福留社長の考え方を尊敬しています！！チェンジの事業として

地方自治体の支援やデジタルを通じての活性化も考えていると

思いますが、今後の各地域の過疎化などについてどのようにお

考えですか？都心への人口集中も含めて福留社長の今後の予想

や考えを聞かせていただきたいです！

人口の減少が一番の社会課題だと考えております。

減少した人口がすぐに回復することは難しいので、人口が減少してもサステナブルな社会が維

持される状態を創っていくことが重要だと考えております。
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120

ＤＸ事業＝日本国内、海外の様々な優秀な技術力を仕入れ、販

売する事だと思うのですが、

チェンジ独自の技術力を開発したりはしないのでしょうか？

当社独自技術の開発も行っております。ディープな基礎研究は行っていないが、応用技術に関

する研究は実施しております。

121
金融や商社等のDX投資が戻るのはどれ位先になるか予測されて

いますか？

2022年3月期からDX投資が戻ってくると考えております。

122

DJ２とありますが、３、４、５まで本当にイメージがあるので

しょうか？

おぼろげながらのイメージですが、どのような攻め方をするかは頭の中にあります。DXのマー

ケットで確実に勝ち切るうえで重要なポイントは、優秀なデジタル人材を当社の中に集約する

ことだと考えています。

123

聞き逃してしまいました！来期予想のセグメント別内訳はNEW 

ITで売上40億、営業利益6億、残りはパブリテック、すなわち

ざっくりパブリテックは売上150億程度、営業利益40~50億程度

というイメージでしょうか？

ご認識のとおりです。

124

LoGoチャット大変便利に利用させていただいております。

ところで、スマートフォンにマイナンバーカードの機能を搭載

させる事を国は検討しているようですが、御社としてこの取り

組みに関わっていくつもりはありますか？

スマートフォンとマイナンバーカードが一体になった際にスマートフォンでできる市民サービ

スの幅は広がります。そのような環境を見据えて、住民にとって便利なITサービスを作っていき

たいと考えております。

125

ｽﾏｰﾄシティ関連事業の具体的な中身についてご説明願えません

でしょうか？

詳しくは2020年5月28日付のPR情報「スーパーシティ実現に向けた当社グループの事業開発の

進捗状況について」をご覧ください。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3962/tdnet/1839331/00.pdf

126
社長自身がTwitterで情報を発信されるなど、SNS活用のご予定

はありませんか？

Twitterのアカウントを復活させたが、無精者なので定期的に発信できていないですが、今後は

何かしら発信していきたいと思っております。

127

ふるさと納税をやってない人はまだまだ周りに多いです。

共働きの妻はやりたくないと拒んでいたのが、Gotoトラベルや

イートで味をしめ、ふるさとチョイスを活用しました。

日本人はクチコミに弱いと思います。友達紹介機能はあちこち

で活用されてはいかがでしょうか。アドバイスです💖

まだまだ活用されていない方は多いので、株主の皆様やご友人に「ふるさとチョイス」をぜひ

ご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。
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128
日本の課題に少子化対策はかかせません。DXやチェンジのが貢

献できる方向性・検討事項は御座いますか。

保育の領域にデジタルを活用していくか、働くお母さんの支援が重要なテーマだと思います。

このようなテーマに取り組む中で少子化対策に貢献できればと思います。

129

マウスがメモのように動くのがかわいいです。

DXはコロナ禍が追い風になっていた部分もあると思うのです

が、出口が見えてきたところで短期戦略などは何かお考えです

か？

DXが追い風になっている環境が元に戻ることも想定しております。具体的には、現在はリモー

トワークに重点を置いていますが、これからはスマートシティに関連したサービスを売り込ん

でいきたいです。

130

石川県加賀市においてマイナンバーを紐付けた電子申請ソフト

を提供してるの思いますがいつ頃、全国展開しそうですか、

はやく私の自治体でも使用できるようになってほしいです。

加賀市は、マイナンバーカードを交付ベースで60％を普及させており、全国でも有数の先進自

治体です。加賀市の実績を踏まえて来年度・再来年度以降、他の自治体にも電子申請が横展開

できるように当社も努力していきたいと思います。

131

今回の株式分割について、このタイミングは悪手だと言う人も

いるようですが、あえてこのタイミングに発表したのは来週月

曜の株価を意識しての事でしょうか？

月曜の株価を意識したわけではないです。株式分割決議は取締役会決議事項のため、決算発表

と合わせて取締役会決議を行いました。

132

来期EPSは今期の約2倍ですね。DJ2が仮に売上500億とすると、

個人的には2024年までの年率EPS成長率は70%近くになるか

と。高PERが許容される、日本一成長する上場企業だと思います

が、いかがでしょう？

これから日本一成長していく企業かどうかはこれからの企業努力によりますが、経常利益を増

大させた会社として東洋経済様のランキングで2年連続で1位になっております。今後も努力し

ていきます。

133

投資先企業への投資は今後どれぐらいの規模感を想定していま

すか？ベンチャー投資はリスクが大きい気がするのですが、リ

スクに対してどのようにお考えでしょうか？

また、出口戦略に対してどうお考えですか？

未上場企業への投資は1案件当たり最大2億円程度だと考えております。

投資リスクに対するリターンをしっかり見込めるような、本業で関係を深めることができる相

手が対象となります。主なExitはIPOであり、すでに4社IPO済みで、かなりの高確率でExitして

います。

134

個人的には数年後にはファーストリテイリングのような日本を

代表する企業になると確信してして毎日チェンジの株価を見る

のが楽しみや生きがいになっていますが（笑）福留社長の生き

がいは何ですか？答えられる範囲でお願いします。

今のところ仕事ですが、仕事を通じて世の中の役に立つ、例えば株主様の期待に応えられてい

ること、従業員がちゃんと生活できていることがすごく大切だと思います。


