株式会社チェンジ 2021年9月期第1四半期決算説明会(個人投資家向け)
No.

Question

Answer
“DJ2” では、次の3つのパターンを目的としたM&Aを、常に視野に入れ検討しております。
1. 顧客基盤の獲得
トラストバンクモデルにおける「自治体」に相当するような顧客基盤を持ち、デジタル化で解決し得る共

M＆Aに関して、時期は読めないとして、とりあえず2024年に想定された中期計画が示されていますが、 通の課題を有し、当社が「スタンダード」を作っていけるM&A。
1

数値面ではいやに具体的な数値が示されています。なにか具体的に想定されている案件があるのでしょう 2.プロダクトの獲得
か。

特定業種・業務の「スタンダード」を変革し得るプロダクトやサービスを有し、当社グループの現有また
は近い将来獲得を想定する顧客基盤へ展開できるM&A。
3.リソースの獲得
優秀な人材を獲得し、ITのコンサルタントやエンジニアを「質・量」共に拡大していくためのM&A。

前回本決算時の説明会時に、NEW-IT事業で来季は売上40億利益6億を目指すという話をされていたと思う
のですが、今回Q1では、パブリテック事業には大きな飛躍が見られるもののNEW-IT事業はあまり変わら New-ITトランスフォーメーションの事業は、当初の計画通り、売上40億・利益6億を目指し、着実に進捗
2

ずという内容だったようにも思います。前回話をされていた数字も踏まえて今後の見通しを詳しく教えて しています。顧客基盤についてでございますが、東京の大企業から、新たに地方にも移行・拡大しつつあ
いただけないでしょうか。

ります。具体的な案件につきましては、地方銀行などが含まれますが、また時期が来たら改めてご報告い

各事業の数字が強くないとまた機関投資家の売りの餌食になってしまうかもしれませんのでNEW-IT事業

たします。

についても明るい未来の姿を語っていただくことを期待します。
3

4
5

6

7

8
9

ふるさとチョイス(トラストバンク)の第二四半期単体での利益予想は前四半期からはどれぐらい減る予想
ですか？
1Qで営業利益進捗率91%ですが、例によって通期予想は保守的に見積もっており、順次、上方修正をして
いくというスタンスに変更ございませんか？

第1四半期と第2四半期を比較すると、12月末にふるさと納税の寄付が集中する為、第2四半期の利益は弱
含む傾向がありますが、セグメント利益の減少幅を最小限に留めるべく、しっかりと事業を展開して参り
ます。
はい、そのスタンスに変更ございません。これまでの実績同様、できるだけ固く見積もっております。

前年同月のNew-ITトランスフォーメーション事業の収益をIFRS適用を行った場合、いくらになりますで 前年同期の1QのNew-ITトランスフォーメーション事業の売上げ収益をIFRS適用しますと、ほぼ同水準と
しょうか。
NEWITトランスフォーメーションで銀行をどのようにDXしていくのでしょうか？出来るだけ具体的に教
えてください。
ふるさと納税の1QのGMVの額、成長率を教えてください。
中期経営計画の中でのGMV成長率及びテイクレートの前提を教えてください。

いえます。
銀行は「地域の商社事業」を展開するのに非常に有効なデータを保有しています。銀行が人々の生活を支
援し、非金融事業を伸ばしていけるよう、当社は、金融サービスと情報技術を結びつけ、FinTech（フィ
ンテック）の概念に留まらない銀行のDXを支援していきたいと考えております。
株主様にはできるだけオープンに情報をお伝えして参りたいと考えておりますが、競合他社様との関係
上、具体的な数字をお答えするのは控えさせてください。中期経営計画は、保守的に見積もって立ててお
ります。

政府のデジタル庁発足に伴う、人材募集に応募した社員はいらっしゃいますか？

応募する予定はございませんが、今後、デジタル庁が推進する地方自治体のデジタル化、システムの標準

また、デジタル庁と今後事業面で提携していく可能性はありますか？

化については当社も挑戦して参ります。

KDDIとの合弁は、今期どの程度の売上、営業利益を見込んでますでしょうか？

KDDI株式会社様との関係上、具体的な数字をこの場にてお答えすることはできませんが、今後、KDDI株

また、DJ２の最終年にはどの程度の売上、営業利益を見込んでいるのでしょうか？

式会社様の顧客基盤、ネットワークを活かし、成長を加速させて参ります。
2Q、3Qと推移していくごとに数字が改善していくと思います。IFRS用により、昨年との数字の比較につ

10

NEW-ITの伸びを昨年と比較できる数値でしめしていただけるとありがたいです。

いては、確認・整理する必要がございますが、デジタル人材育成を中心に事業としてはしっかり伸長して
おります。

11

ヘッドウォータースの含み益が反映されているのでしょうか？すみません途中送信申し訳ないです。

投資事業のセグメント利益に反映されております。
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ポイントをベースにした楽天経済圏はユーザーにとって魅力的な面があるかと思います。

楽天のふるさと納税のGMVがかなり加速していると聞いています。御社はマーケットシェアを落としてい
12

ると思います。今後楽天の経済圏が拡大し、多くのユーザーが楽天のサイトに移行する可能性はあります
か？

2024年期の目標から引き算すると、売上200億、営業利益50億規模のM&Aを想定しているということで
13

15

間の新規ユーザー登録も数十万単位で増えています。とはいえ、当社は、「ふるさと納税」のマーケット
シェア拡大がビジネスのゴールではなく、地域の経済をしっかりと、持続可能なものにしていくことを目
的に、「地域×DX」こそが主戦場と捉えておりますので、競合の存在を意識することなく、独自の成長
を遂げていきたいと考えます。
想定規模は、ご質問の通りです。リスト上にある複数の案件を、同時並行で検討し、進めております。タ

しょうか？また、このM&Aはコロナ前からテーブルに載っていたが、コロナで一旦見送った例の大型のも イミングと縁がつながったときに、しっかり契約を締結し、PMI（Post Merger Integration）を成功させ
のと同一という理解で正しいでしょうか？

14

一方、当社の理念や考え方に共感し、「ふるさとチョイス」を支持してくださるユーザーも多数おり、年

12月末時点のロゴチャットの導入自治体数、ID数を教えてください。また課金の方針について教えてくだ
さい
2022年9月期予想、売上182億、営業利益65億も、同様に保守的に見積もってますでしょうか？

たいと思います。
LoGoチャットの導入自治体数は582自治体、ライセンス発行数は29万4,770アカウントです。今年の4月か
ら予算措置ができる自治体向けに段階的に有償化されます。LoGoチャットは、自治体DXを進めていく上
で、極めて重要な基盤ですので、この一年かけて、しっかり導入・普及させて参ります。
見積もりのスタンスは、同じ考え方です。
株式会社チェンジ 50.03％/KDDI株式会社 49.97％でスタートしますが、イコールパートナーとしてのス

16

KDDIとの合弁会社はチェンジとKDDIどちらが主体的になって運営していくのでしょうか？４月から運営 タンスで、両社の強みを活かし、急速に変化する事業環境やデジタルトレンドに対応できるDX人材の育
開始との事ですが、今後株式上場を目指していくのでしょうか？

成事業を強化し、全国の企業や自治体のDX人材の育成を通じた生産性向上とビジネス変革に貢献して参
ります。上場に関しては現時点では未定です。

福島県沖の地震に被災された方にお見舞い申し上げます。
先般の災害で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
地域エネルギー事業についての質問です。
17

福島県沖の洋上風力発電は撤去が決まっています。

地域のエネルギー事業を行う上で、例えば発電施設を譲り受ける等については当然リスクがあるかもしれ

トラストバンクでも地域エネルギー事業(平戸の風力譲受)に取り組んでいると思いますが、公共施設なら ません。そのような場合においても、リスクも十分に検討した上で、適切な対策を講じて事業展開を進め
ではのラーニングコストを度外視した施設が潜んでいた、みたいなリスクはありませんか？

る方法はあるかと存じます。当社としましては、地域の経済を循環させるべく、当事業をコアな事業とし
て育てて参りたいと考えております。

水を飲みつつ、ご回答ください。
18
19

配当はいつ頃から実施予定ですか。

配当の開始時期は決定しておりません。未来に向けた、次の事業資金として成長投資に回したいと考えて
おります。

2024年期の売上目標500億に対し、営業利益は160億目標です。営業利益率は32%ですが、これは保守的

SaaS型ビジネス・プラットフォーム型ビジネス・コンサルティング型のビジネス、それぞれのビジネス

過ぎませんか？営業利益率は年々高まり、40%に近づくと思いますがいかがでしょうか？

の割合をどう見込むかによって、営業利益40％も達成可能になっていくかと考えます。
自社株買いの基本的なポリシーは、これまでご説明させていただいている通りであります。
「配当」や「自社株買い」は、企業の成長段階に応じて取るべき戦略であると考えております。我々は未

20

自社株買いについてですが、やはり業績に見合わない程売り込まれた場合のみ行うのでしょうか？ここは だ成長途上の企業であります為、いわゆる成熟段階にある大企業が行うような、消却を前提とした自社株
はっきりさせておいた方が良いと思います。

買いの予定はございません。成長の為に必要な何らかの戦略的な施策（例：M&Aやインセンティブ等）を
打つ際に有効な場合にのみ、経営の選択肢に含まれる可能性はあるかもしれません。現時点では、成長投

資に充当していくのが合理的であると考えます。
中期経営計画の中で、M&Aの効果が売上200億円、営業利益50億円（営業利益率25%）をみています。こ 買収資金の一般的な調達の考え方としまして、EBITDA（Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
21

のM&Aを達成するための買収式はいくら必要でしょうか？またその資金調達の方法について教えてくださ and Amortization ）倍率でおよそ10倍程度、500億円として想定した場合、その2割およそ100億円をエク
い

イティ・ファイナンス、400億円をデット・ファイナンスにて調達することになるかと思います。
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Question
エネルギー事業について、先月ホープ社がJEPXの価格高騰により想定外の費用がかかり、株価が暴落す

22

Answer
JEPＸから仕入れて販売するビジネスモデルは想定しておりません。

ることがありました。
チェンジ社のエネルギー事業は、そのようなリスクを負う事業ではないのでしょうか？（当方はエネル

当社のエネルギー事業は、自然エネルギーの発電設備と蓄電設備の仕組みを作り、当社のIT技術で制御し

ギー、電力について素人です。）

て、「パッケージ化」して販売するというビジネスモデルを想定しています。
デジタル庁新設は、国と地方自治体などのシステムの標準化と連携により、行政の効率化を図ることが目
的とされています。当社が今まさに取り組んでいるSaaS型ビジネスやプラットフォーム型のビジネスが

23

この秋には政府のデジタル庁発足しますが、御社の取り組み状況を教えてください。

一般化します。今までは、行政の縦割りで、それぞれの省庁や自治体で作っていたシステムが、標準化さ
れます。当社は、LoGoシリーズを展開しておりますが、デジタル庁の政策の意図に沿って、より一層、
自治体のDX(デジタル・トランスフォーメーション）推進を支援する事業展開をして参ります。
現時点の含み益は、およそ9,000万円です。
株式会社ライトアップとの資本業務提携は、あくまで本業でのシナジーを目的としています。資本業務提

24

本日ライトアップがストップ高しました。チェンジの含み益はどれくらいなりましたか？

携により、共に「地方に集積する中小企業のDX（地方銀行との連携）」・「補助金・助成金領域のDX
（自治体との連携）」・「DXプラットフォームの提供（大手企業との連携）」を実現し、地方創生に向

25
26

けたビジネスを加速させていくことを目的にしています。
前回、Kudanと付き合いがあると仰っていましたが、どのようなビジネスで御社とシナジーがあり得るの Kudan株式会社（https://www.kudan.io/jp/）様は、自動運転を始めとした独自の高い技術を持っている
でしょうか？

企業様ですので、当社のプロジェクトの中でコラボレーションする機会があればと考えております。

今度、チェンジの株価が5000円以上7000円定着した場合２分割は行いますか？それは永続的に続くので

東京証券取引所のガイドラインに沿って、50万円（100株×5,000円）を切るような水準で売買ができるよ

しょうか？
えねちょ事業について質問します。

う、7,000円を目安として分割することを基本的な考え方としております。

現在、サービスHPに「原則、地方自治体の出資を受けている地域新電力会社さまに限定させていただい
27

ております。」

地方自治体の資本が入っている地域新電力会社が望ましいと考えますが、エネルギーを地産地消してい

とありますが、地域に根付いた（地域に本社登記しているが、自治体資本ゼロの）民間新電力会社が、こ て、志を同じくする企業があれば、パートナーシップも検討できると考えます。
の「えねちょ」サービスを利用することは今後ご検討されていますか？
※民間新電力会社にも、電気の「地産地消」を謳って事業を行っている企業があるため。
消滅可能性都市に対する御社のビジョンついて質問です。

歴史上、最も急激な人口減少・高齢化が進んでいる中で、持続的に成長し、人々の生活の質を高めるため
には、長期的（50年～100年単位）に考えると、「コンパクトシティ」に人が集まりインフラの維持コス

少子高齢化が進み消滅可能性都市が叫ばれています。

トを下げていく事が必須になります。

チェンジが食い止める活動を続けている点は心強いのですが、消滅する地域はどうしても出現してしまう 例えば、石川県のとある市で試算した際に、人里離れたところへ上水道・下水道のインフラを提供しよう
28

と思います。

とすると年間700万円/世帯かかるという試算がありました。そのような事からも、持続可能な都市生活を
考えた時、電気、ガス、水道など生活に必要なインフラの整備を公共事業に依存せず、その地域の中で電

福留様としては消滅可能性都市に自治体が立ち向かうとき、移住などの積極的な方策をとると考えていま 力を生み出し、水を循環させ、都市インフラが完結されるような仕組みに変えていくべきあると考えてお

29

すか？

ります。

それとも少ない人口にインフラを整備し続けて現状維持を図ると思いますか？

当社の事業の中でも、今、住んでいる場所を維持できるオフグリッド化をどのように進めるべきか、その

ビジョンがあればお聞かせください。

答えとなるべく「策」を考えていきたいと思います。

1Qのパブリテックの費用が約25億円と対前年同四半期の約12億円、投資の実行により経費が嵩んだ前四
半期の約15億円と比し、大幅に増加しておりますが、その要因についてご説明ください。
今後も株式分割をしていく場合、株主優待の権利が得られる株数は現在８００株ですが、今後もしも株式

30

分割する場合１６００株になると思います。そうなると新規でチェンジを買う人にとってはかなりハード
ルが高くなると思います。なので新たな株主優待制度を作り変えなければならないと思います。

パブリテックの費用の中で大幅に増えておりますのは、広告宣伝費です。
ふるさと納税のマーケットでは広告宣伝費への投資が非常に重要になってきており、他社に比較するとま
だまだ抑制的ではございますが、最低限の広告宣伝費としましても相当の費用を投資しております。
株主優待制度導入から3年ほど経過しておりますので、今後、制度の在り方を、見直していく必要はある
と考えております。
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No.
31

Question
パブリテックの2Q以降各四半期の売上及び経費の見込み額をご教示ください。

お疲れ様です。ご説明ありがとうございました。△印で課題としてご説明のあった
32

Answer

云々

パブリテック事業に限った、売上と経費の予想値については、開示をしておりません。
コンサルティングのプロジェクトで向き合うお客様の課題は「ヒト・モノ・カネ・情報」に代表される経
個別の型にはまった

のところが少し分かり難かったです。課題解決サービスの共通化ができていない

という意味で

しょうか？

営資源の中で多岐に渡っており、お客様ごとに異なります。それらの課題に1つ1つ向き合い、解決するこ
とは非常に重要である一方、レバレッジが効きません。その為、当社のビジネスでは、お客様の課題に共
通項を見出し共通の課題を抱えているお客様には、同じソリューションを標準化してSaaS型で展開して
いく、またはプラットフォームをご利用いただくというようなビジネスモデルに展開していく事が必須で
あると考えております。それについて未だ途上であるということでございます。
企業の中長期的な成長のためには、「ESG＝Environment（環境）/Social（社会）/Governance（企業統
治）」の３つの観点が必要であるという考え方が世界的に広まってきています。また昨今のデジタルトラ
ンスフォーメーション（DX）推進と、経済や社会構造の変化、環境問題への意識の高まりを受け、21世
紀の企業は、経済成長と持続可能性の両立を図る事が、必要不可欠であると言えます。

株主として夢のある話を聞かせて頂いて大変うれしく思っております。
33

DJ5までの道のりは険しいと思うのですが、DJ5にまで進んだ先のチェンジの姿はどのようなものになっ

渋沢栄一の「論語と算盤」にもありますが、道徳と経済が一致したような事業を展開していくのが企業で

ているのでしょうか。

あり、DJ5まで進んだ当社が目標としている姿であると考えております。

目標としている企業やイメージがあれば教えていただけると幸いです。
利益成長の観点からは、日本電産株式会社やソフトバンクグループ、エムスリー株式会社を成長のベンチ
マークとしながらも、我々が事業の焦点を当てたいのは、あくまでも社会課題であり、世の中の課題をど
う解決するか、どのように日本の変革を成し遂げるかを「軸」とした事業展開をして参りますので、そこ
に共感しご支持頂けましたら、大変有り難く存じます。
今後のエネルギー事業について2点質問です。

環境省が促進する「自治体の再エネ主力化・レジリエンス強化事業」の中で、当社は、いわゆるオンサイ

①地域マイクログリッドにおいて、どのような役割を果たしていくか？具体的には、アグリゲーターのよ トPPA（Power Purchase Agreement）モデルのような新手法で、設備投資をし、ある程度の長期に渡る
34

うな需給の調整役を担うのか、それとも、現在中央大で議論が進むような配電事業制度への参入等を検討 契約を締結しながら、その地域のオフグリッド化をしていく。自分たちで例えば1キロ四方程度の狭い範
しているのか？

囲での送電網を含むインフラを整備する等の事業スキームにより、先進的なエネルギー事業モデルで、地

②自主電源サービスにおいては、以前、テスラ社の蓄電池を検討している表現があったように記憶してい 方自治体のエネルギー施策を支援して参りたいと考えております。また、テスラの蓄電池を含めたレジリ
るが、進捗状況はどうか？
過去の説明会で言及していたテスラのパワーウォール販売について、最新の状況を教えて頂けませんで
35

エンスパッケージについても、環境省の事業と連携を図りながらビジネスを展開して参ります。
レジリエンスパッケージモデルをしっかりと構築し、環境省が促進する「地域の再エネ主力化・レジリエ

しょうか？例えばどの程度の売上構成比 and or 利益構成比を目標としているのか、構想についてです。 ンス強化促進事業」の中にその型が組み込まれるようになりましたら、改めてご報告して参りたいと考え
そろそろIRを出して欲しいのですが、いかがでしょうか？

ております。
中期経営計画に基づく当社の人材戦略でございますが、New-ITトランスフォーメーション事業とパブリ
テック事業への、増員を計画しております。New-ITトランスフォーメーション事業については、現在100

36

従業員数の増加分は、どこのセクタに割り当てるのでしょうか。

人強の体制でコンサルティング事業を行っておりますが、今後、数百人規模へ拡大することを計画してい
ます。まずは、コンサルティングビジネスに多くの人材を配置し、コンサル型→SaaS型→プラット
フォーム型のビジネスモデルへ進化をして参ります。経営戦略と人材戦略を連動させ、中長期の視点と事

大型M＆Aはいつ頃実現しますでしょうか？昨年1Qからずっと期待しており、ひそかに本日発表かと思っ
37

てました。
いくつかM＆Aのめどは付いているのでしょうか？

業環境に合わせた即応性の両面から、事業と従業員の成長を促進して参ります。
M&Aにつきましては、これまでお伝えしております通り、常に大小案件をリスト化して管理・進捗させて
おります。タイミングにつきましては、外部環境や当社の状況に照らし、適切な時期を見て参ります。
尚、M&Aの目的としましては、事業領域の拡大やグループシナジー創出につながる3つのパターン（中期
経営計画資料P20掲載）にて、検討しております。
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Question
自社の目標株価はありますか？

Answer
株主の皆様やマーケットにご判断いただければと考えております。
既存事業の中で、新しい仕組みの構築・新規事業が育っている というのが大変喜ばしいことです。
ふるさと納税に関連する新規事業モデルには、会社のポータルサイトの中で「ふるさとチョイス」を組み
込んでいくB2B2E モデル（勤め先を窓口化）で新たな寄付機会の創出/チョイスSCMではヤマト運輸様と

39

先程の１Q説明時にトラストバンク事業について、数字よりも中身が大きく進捗しているとのお話があり 共にふるさと納税の物流改善/自治体と事業者様間の資金繰りを支援する新しい金融サービス事業（ファ
ましたが、具体的な中身についてご説明いただけますでしょうか？

クタリング）スキームの構築があげられます。
また、LoGoフォームが自治体の実際の業務効率化に実績をだしつつあり、エネルギー事業については災
害に強い再生可能エネルギーを活用した地産地消モデル構築等、数字の好調な推移だけでなく、将来に期
待が持てる事業が形になってきていることをお伝えさせていただければと思います。
ありがとうございます。
次期中期経営計画の実現に向けて、従業員の増員を計画しておりますが、増員に伴い一時的には、一人当

40

いつもありがとうございます。中計の数字ですが、従業員数は４倍なのに売上高、各利益は３倍と低く、 たりの生産性が落ち込む時期がみられます。しかし、その先を考えますと、しっかりと育成して、利益を
従業員一人当たりの売り上げ・利益が減ってしまいますが、どのように考えておりますでしょうか

伴う成長を実現させて参ります。ビジネスモデルの進化と共に一人当たりの生産性を向上させていく、そ
の為の先行投資として人材に投資しているとお考えいただければ幸いです。

昨年12/18、SHIFTゼミナールで丹下社長と福留社長のLIVE対談拝見しました

株式会社SHIFTの丹下大社長は、日本を代表する非常に優れた経営者のお一人だと思っています。縁あ

SHIFTでは福利厚生で社員がふるさとチョイスを簡単に使えるシステムを構築しているということについ り、昨年、株式会社SHIFT様主催のオンラインゼミ「SHIFTゼミナール」に参加させていただきました。
て、福留社長は興味津々のご様子で、近いうちに訪問しますというお話しでしたが、もう訪問されました その中で、丹下社長が、社員の為に自社のポータルサイトにふるさと納税ができる仕組みを設けていると
41

でしょうか？

いうお話を伺い、「それはものすごく面白いですね」といった会話から、企業ポータルサイトにふるさと

また、企業の福利厚生でふるさとチョイスを簡単に使えるシステムというのは、ふるさと納税の拡大、ふ 納税の仕組みを組み込むという事業企画に繋がっております。まだ具体的な協業の話が詰まっているわけ
るさとチョイスのシェアUPに大きく貢献しそうな気がします

ではありませんが、将来的に、丹下社長とコラボレーションさせていただく機会があれば、私としては大

福留社長のお考えをお聞かせください
IFRS移行にあたり投資した会社のバリュエーションを元に利益化されていると思います。ヘッドウォー

変嬉しく思っております。
株式会社ヘッドウォータースの含み益は、時価総額を例えば180億と見込んだ場合、およそ3億3千万の含

タースのIPOが今回四半期にあり貴社が1.9%保有(12月時点でおそよ3億円相当？)されているのでその分を み益になります。利益確定いたしますと、およそ3億3千万のキャッシュのプラスになるわけですが、IFRS
42

織り込んでもう少し利益があると思ったのですが、利益が7200万円となっているのが気になりました。未 では、ヘッドウォータースが、上場した昨年9月末（2020/09/29）時点での評価額と12月の評価額の差分
上場分で減損評価したものがあるということでしょうか。どのような内訳になっているか教えていただけ が利益計上される為、含み益がそのまま売上に計上されることにはならず、およそ7,000万円相当の利益
ると幸いです。

43

44

デジタル庁への参加はお考えありますか？

売上がふるさとチョイスに偏ってるように思いますが、DXの事業向上は望めないのでしょうか。

として計上されていることになります。尚、減損はございません。
デジタル庁に対して、ぜひ支援して参りたいと考えておりますが、人的参加の計画は今のところございま
せん。
自治体のビジネスの構造上、予算編成～事業化まで1.5年～3年ほどかかります。本年4月からいよいよ、
LoGoシリーズの課金が始まりますが、同様に、今後の自治体向けのDX事業は確実にマーケット浸透を図
る所存です。大きなビジネスに成長させて参りますので、ぜひ長い目で成長の可能性をみていただければ
と考えております。
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No.

Question

Answer
地方のDXを推進していくに伴い、各地域の拠点を作ることは必須になってくると考えております。ま

従業員数を増やす計画について、どこで、どのような人材を獲得するといった具体的な計画はあります
45

か？
各地域の支店を作るといったような構想はありますか？

た、物理的な「支店」を作る構想以上に、どのようにして地域に根差した事業を展開していくか、北海道
から九州・沖縄までの各エリアをカバーしていくか検討して参ります。
人員の獲得につきましては、ITコンサルタント・エンジニアを中心に、地方の地域創生に熱意のある人材
を獲得していきたいと考えております。
公金決済取り込みのメリットとしては、現金のハンドリングを無くし、自治体の業務効率化と住民の利便
性を向上していくことです。自治体の今までの決済手段に、当社がデジタルを加えていくことで、新しい

46

公金決済の取り込みのメリットについて具体的に教えてほしい。収益貢献はいつの時点でどの程度を想定 仕組みを作ります。
しているのか？
今年度からサービスを開始し、2022年9月期（中期経営計画の初年度）から収益化してまいります。公金

手数料率の値上げがあったにもかかわらず、パブリテック事業の営業利益率は前年同期比で低下してま
47

す。先行投資負担の影響だと思うのですが、前1Q、今1Qの先行投資費用はそれぞれどの程度あったので
しょうか？

決済の流通総額の具体的な数字については、算定根拠が揃いましたらご報告いたします。
先行投資の負担ということで申しますと、前1Q（2020年9月期）は、前々1Q（2019年9月期）と比較する
と、およそ10億円のコストを削減しております。そして、今1Q(2021年9月期）は、前1Q(2020年9月期)
より大幅に（およそ10億円）広告関連費と増員による人件費を積み増しておりますので、その結果が、数
字に反映されております。
チェンジグループでは2018年にM&Aをしたトラストバンクが中核企業として活躍しておりますが、今後
このトラストバンクのM&Aモデルをしっかり継続して参ります。小規模なものを大きく育てるM&Aや、
赤字の会社を立て直すM&Aもあるでしょうし、中には多数の優秀な人員を吸収するようなM＆Aも考えら

48

M＆Aについて、力強い一言を、福留社長からいただきたいです！

れます。
自社事業の丁寧な成長とM＆Aを通じた非連続な成長を、共に実現して参ります。
東洋経済にて2018年・2019年で最も成長した会社として、2年連続で成長率ランキングで1位に選んでい
ただきましたが、今後もM＆Aを重要な戦略の一つと位置付け、飛躍的な成長を実現させて参ります。
地方の企業でDXの教育を展開して、デジタルリテラシーをあげることは、日本のDXにとって必須課題で
す。当社でも、人材の育成に力を入れて参ります。また地方で利用する人にとって、「使いやすさ」の観
点は、非常に重要です。GAFA（米国の主要IT企業グーグル（Google）、アマゾン（Amazon）、フェイ

49

地方の企業に対する教育、また、地方で利用する人に対する使いやすさは、どの様に考えていますか。

スブック（Facebook）、アップル（Apple）4社の総称）が唯一リーチできないのが、こういった「地
方」です。GAFAがリーチしきれていない地域に密着した情報、地方のDXは宝の山ですので、例えば、メ
ルカリさんのような使い易さで以て、地方でデジタルを活用できるような仕組みを作っていきたいと考え
ております。

50
51

最近、給料振込を銀行でなくデジタル対応しようという動きが日経で紹介されていましたが、これもチェ
ンジとしてチャンスだと思います。ご検討お願いします。
2021年1月1日付の株式分割後、株価が低迷しており心配です。

デジタル決済で今後の通貨の概念を変えていくことは、大変重要なテーマであると考えております。
株価の低迷に関しては、非常に心苦しく思っておりますが、一喜一憂せず、中長期においてしっかり事業
の成長を遂げていく事で、株価もそれに伴っていくものと考えております。
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Question

Answer
ありがとうございます。

2020年大変お疲れ様でした！株主期間が半年を超え、現時点では今後も長期で付き合っていきたいと思っ
ています！
以下質問です。
52

・東京の大企業と築いた「顧客との関係性」は今後どのように維持していく予定でしょうか？
・New-ITの数字が横ばいになっていても中身は順調とのことですが、なぜそのように言えるのでしょう
か？
・事業展開のスピードが課題とのことですが、今後どのようにその障壁を乗り越えるつもりなのでしょう
か？
・「プラットフォーム型」のイメージが湧かないのですが、どのようなビジネスのイメージでしょうか？

時価総額も大きくなり、機関投資家の方々からも多くの問い合わせを頂いているかと思いますが、秋以降
53

に機関から頂く質問としてどんなものが多いのか教えてください。また、海外の機関はどの地域の方々か
らの問い合わせが比較的多いと感じますでしょうか？

54

前期1Qを超えるとは全く思ってなかったので驚きでした。
１Q強い理由とか要因はあるのでしょうか？

東京の大企業と築いてきた関係性は、今後も続いていくものと考えております。当社の大事なお客様であ
り日本を代表するような企業の多くは、地方創生を一つのビジネスチャンスまたは社会貢献とみたて、地
方に対し何らかの貢献をすることをミッションとしている企業が多くあります。とはいえ、大企業であっ
ても人員の投入には限りがありますので、連携する等、一緒になってサービス提供をしていくことも考え
ております。
New-ITトランスフォーメーション事業の数字が横ばいでありましても、今後、事業を展開していく上で
の基盤になるようなビジネスが出来てきていることの自己評価から、順調であるとお伝えさせていただい
ております。KDDI株式会社との共同出資会社設立や地方銀行向け案件も非常に速いスピードで形になっ
てきております。
機関投資家の方々から頂く質問で、一番多いのは、「中長期の成長戦略・シナリオ」に関する話です。
地域でございますが、シンガポール・香港、日本国内にいる海外の機関投資家、また直近では、北米・
ヨーロッパが増えてきました。

手数料率の改善が大きく貢献したものと思います。
国内外の機関投資家へのIR活動は昨年比1.5倍から2倍、昨年前期と比較すると機関投資家との接点は極め

55

決算・中計は素晴らしい内容だと感じました。株価上昇の鍵となる国内外への機関投資家へのIR活動は昨 て多くなっております。上場来高値の更新について直接的なコメントはできませんが、事業の成長・業績
年比でどの程度増やす計画でしょうか？上場来高値はいつまでに更新したいとお考えですか。

をしっかり上げていき、適切なIR活動を行う等々、自分たちでコントロールできることをしっかりと行
い、着実に企業価値を向上させて参りたいと考えております。

通期会社予想をベースにすると、2Qから4Qは前年同期比で減益になります。前期をIFASベースに直すと
56

大幅減益になるのですが、2Q～4Qも先行投資費用を大幅に積んで、減益になるのでしょうか？それと
も、四半期ベースでも２桁増益のペースは維持されるのでしょうか？
これまで現金か銀行口座振り込みしか認められていなかった給与支払いが、スマホ決済やプリペイド

あえて減益になるコントロールは予定しておりません。次期中期経営計画に向けて、利益を伴う成長につ
ながる先行投資はして参りますが、大幅減益となるような想定はありません。

カード、電子マネーなどで支払えるようになる「給与のデジタル払い」解禁が議論されている。厚生労働
57

省の分科会などで議論されており、この春解禁という一部報道も出てきた。

給与の一部をchiicaで支払い、地域にお金を循環させていくことは、可能性としてはあるかと思います。

とのニュースが飛び込んで来ました。トラストバンクのチーカも対象になると思われるのですが、今後の

58
59

展開についてお聞かせください。
東京圏以外の約390兆円の経済圏に、デジタル化を行き渡らせるとありますが、そこで唯一無二の企業と 当然、目標として頑張っていきたいと思っております。時価総額の目標については、心の中には置いてお
なった場合、10年後、時価総額10兆円もありうると考えてますが、いかがでしょうか？

りますが、まずは地道に業績を積み上げていくことを考えております。

従業員数４倍の実現はどのようにするのでしょうか？M&Aによるものですか？その場合、M&A資金は増

M&Aによる人員の増加を見込んでおります。その為の資金調達については、増資やデット・ファイナンス

資などで調達されるのでしょうか？

等を含めその時々の市場環境等を踏まえて判断いたします。

お世話になっております。中計では、今後さらなる地方自治体・企業への取り組みの加速の他、従業員数 お世話になっております。
60

を始めとする企業規模拡大をお示し頂いておりますが、地方（各政令市等）への事業所開設や地方での採 地方での拠点開設・特に地方での採用は、今後頑張っていきたいと考えております。当社（株式会社チェ
用も加速する予定はございますでしょうか？

61

ロゴチャットの課金は４月より開始されるのでしょうか？

ンジ）の新卒採用は、地方の国立大学の卒業生をターゲットにしています。
4月から開始していきます。既に無料トライアルでご利用いただいている29万ライセンスのうち、予算化
でき、入札に勝った自治体から課金が開始されていきます。
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62

Question

Answer

利益がパブリテック事業に偏り過ぎていると思いますが、将来はどの程度までに依存度を減らしていく計
画でしょうか？

当面は、パブリテック事業の利益の比率は、およそ半分程度の貢献度になるようにしていきたいと考えて
おります。この先も、パブリテック事業は大きく成長していくと考えておりますので、それを上回るよう
な成長事業セグメントを展開して参りたいと考えます。

決算お疲れさまでした！最近ホルダーになりまして、決算の数字が良くて大変感謝しています。素人質問
で恐縮ですが一点お願いします。
M&Aで24年にEBITDAが50億円ほどオーガニックから増える想定ですが、仮に純粋にEV/EBITDA8倍とか
63

で考えた場合M&A費用が最低400億円になると思います。当期利益は向こう数年合計で200億円程度で全
部キャッシュに回せたとして200億円、足元キャッシュが100億円ですが、金融費用が減る見込みなので

資金調達については、増資やデット・ファイナンス等を含めその時々の市場環境等を踏まえて判断いたし
ます。

Debtが減る想定でキャッシュも減る中どのようにM&Aの原資を調達するのでしょうか。
何が聞きたいかというと、株式市場で調達されると希薄化が怖いので、考え方を教えてください。

64
65
66

決算発表は東証の45日ルールがあると思いますが、今回の決算発表は2月15日でこのルールには抵触しな
かったのでしょうか？
NEWIT事業の売上473百万円は、旧会計基準だといくらになりますでしょうか？
ふるさと納税の取扱額は2桁の増加傾向が続いているのでしょうか？前年同期比での伸び率はどの程度で
しょうか？

抵触しないことを確認しております。
前年とほぼ同じと考えて頂いてよいかと存じます。
マーケット全体としては、そのようなトレンドになっております。

決算おつかれさまでした。logoチャットlogoフォームの契約4月からという話に関連して、年末の予算取
67

り次第で見通しがわかるという話が前回の説明会時に合ったと思いますが、およその契約見通しを教えて 第3四半期もしくは本決算にてご報告申し上げます。
いただくことはできるでしょうか。
利益の主軸「ふるさとチョイス」についてのお願いです。昨年もふるさと納税を数十万円実施しました

「ふるさとチョイス」の競合に対する差別化についてですが、「ふるさとチョイス」のプラットフォーム

が、楽天やふるなびの還元（ポイントなど）・そのサイトの取り扱い商品数が1年前に比して格段に良く

はしっかり成長させていきますが、リーダーとして他社と同質化することは想定しておりません。ふるさ

なっており、ユーザーとしてはそちらを使うのが経済合理性にかなっており、ふるさとチョイスを選びに と納税の意味を皆様にご理解いただいて、国が考える制度趣旨に沿った運営にしていきたいと考えており
くい状況になっています。年々競合に近づかれています。結果的に私は多くを楽天経由の商品になりまし ます。
た。株主としては苦渋の決断ですが仕方なかったです。
68

やはりふるさとチョイスとしての独自性

（例えば、同じ寄付額でも商品ボリュームを増やすとか、チョイスSCMの優位性を大々的に示すとか、シ 競合に比べ手数料を低く設定しておりますので、同一の返礼品でありましても、「ふるさとチョイス」経
フトプラス株式会社が行っているようなワンストップ特例のデジタル申請システムを独自的に導入（レジ 由で寄付をすると、より少ない寄付額で同じ返礼品を選ぶことができるものも多くあります。ぜひじっく
ホームなど））を高めて不動の地位を築いて頂きたいです。（株主として危機感をかなり感じました）。 りとお得な返礼品探しをご検討いただければと思います。
また、2021/1/4に東洋経済で取り上げられているよう、他社のテイクレートが高すぎるという批判はふ
るさと納税制度そのものへの信頼やきちんとやっているふるさとチョイスへの影響も懸念されます。この 我々は、ふるさと納税を使って、いかに自治体の経営を変えていくか、地方と都市部のお金の還流の仕方
点についても政府とのパイプを使いどうやってふるさとチョイスの優位性やテイクレートの是正をしてい を変えていくかを事業目的としておりますので、ポイント還元やAmazonギフト券などを導入する予定は

69
70

くのか

ございません。地方創生を目的に、国が考えている制度趣旨に沿った運営をして参ります。

背景の虹がきれいですね！昨年9月末以来、みんな厳しい思いをしていたと思いますが、明日以降は明る

背景の写真は、本日夕方、新橋でみた虹の写真を使用しております。

い虹の地平へ向かうという暗示と思ってよろしいでしょうか？最後になりましたが、皆様のご活躍に期待 相場については、確かなことを申し上げることはできませんが、わたくしも、そうなるように願っており
しています。

ます。

従業員持株会はありますか？

従業員持株会制度の導入はしております。
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71

72

73

74

Question
個人・機関・国内・海外の投資家の割合はどうなっていますでしょうか？応えれる範囲で良いので教えて
ください。

Answer
最新の情報を集計したら改めてご報告申し上げたいと考えておりますが、現在は創業メンバー含めて、持
ち株比率が個人に偏っていると見ております。個人/国内機関投資家/海外機関投資家、それぞれ1/3ずつ
が理想だと考えております。

投資家からしてみると、業績の進捗がクオーターごとに変動が激しいと決算の見極めが難しいです。今後 各期でコンスタントに業績を積み増していけることが理想的ですので、4半期ごとに、業績がバランスす
1Q以外でもさらに業績を伸ばすような取り組みや、工夫というのはしているのでしょうか？

3年の中期経営計画で株主還元に何か変更点はありますか？

同業他社に対して、ふるさと納税のTVなどの露出は少ないですが競走場は問題ないですか？シェアは低下
していないでしょうか？

るようなビジネスモデルに転換していきたいと考えております。
株主優待制度導入から3年ほど経過しておりますので、今後、制度の在り方を、見直していく必要はある
と考えております。配当についてですが、現時点では、成長投資に全て振り向けていくことを当社の方針
としております。例外としては、今後M&Aにより、既に配当を出している上場企業を買収した場合、無配
に転向するわけには参りませんので、そのような場合も想定しております。
現時点でテレビでの露出は控えています。
露出を高めて知名度を上げ、ブランドを形成していく戦略も大事ではありますが、広告宣伝合戦に与しな
い戦略も大切だと考えます。

お疲れ様です。
今期第1四半期、ならびに、今後の事業進捗についてもすこぶる良好で良かったです。有難う御座いま
す。
75
早速ですが、

ありがとうございます。まずは人材確保のためのM&Aが一つの軸になり、またSaaS製品をもっている企
業、プロダクトを調達するためのM&Aも一つの候補となってくると考えております。

今回お披露目いただいたDJ2の2024の売り上げの積み上がり方がかなり大きく膨らむようにお見受けしま
すが、やはり、主なM&A候補はトラストバンクのようなプラットフォーマー企業が対象でしょうか？
KDDI株式会社との共同出資会社（出資比率チェンジが50.03%、KDDIが49.97%）は、設立時点におい
76

KDDIとの連携ですが、KDDIの保有株がいろんな種類があります。これはどういう意味ですか？業績動向
に合わせて、子会社連結が外れるということでしょうか？

て、マジョリティ（議決権の過半数）は当社が持ってスタートしますが、3年の事業計画を経た後、業績
の達成条件に合わせて、種類株式の転換権の行使がなされた場合には、マジョリティが転換するというス
キームになっております。そこを補って余りあるような成長を実現するというのが、共同出資会社設立の
肝となっております。

今後3年間の業績の目標は具体的に示していただき、とても参考になりました。
77

かなり長期目線の質問になるのですが、2025年以降の売上や利益のCAGRはざっくりと、どのようにお考 DJ3以降も、DJ2と同じような成長を遂げていきたいと考えております。
えなのでしょうか？
21年9月期を旧日本基準から新日本基準に変更しておられますが、
売上目標が18631～19131百万円(旧日本基準)、15781～16281百万円(新日本基準)に変更になっていると

78

思います。
この差については例えばboxなどのソフトウェアの仕入れ分などの売上を除いているからという理解で正
しいでしょうか。具体的に他のソフトなどどのような項目がありますでしょうか。

79

80
81

ライトアップが渋谷区との提携を発表しました。同じ提携を他の団体へも広めていくとの意気込みですが
チェンジは関わり持つことになるのでしょうか。
KDDIとの合弁はどのような役割分担で運営していくのでしょうか。

旧日本基準では、販売代金＝売上で計上しておりましたが、新日本基準の会計処理適用により、仕入れを
伴う売上は、販売代金から仕入れ代金を引いた粗利部分が売上として計上されます。売上目標の数字が変
わっておりますのは、海外から仕入れたソフトウェアの販売代金やトラストバンクの決済手数料などの売
上計上ロジックが変更されている為です。
株式会社ライトアップとは、包括的に業務提携をしておりますので、ライトアップ社の他の地域へ展開を
支援していきます。ただし、渋谷区のニーズが、日本全国の他の地域のニーズとは限りませんので、サー
ビス内容を全国の自治体のニーズにマッチさせることが先決かと考えています。
イコールパートナーとして、営業や開発、すべての機能を一緒になってやっていくことを想定していま
す。

KDDI社との連携に関して、50.1％だったかと思いますが、過半数を確保できていますが、その意図はご

イコールパートナーではありますが、我々がイニシアティブをとって、しっかり事業計画を進めて参りま

ざいますか？KDDIのような巨大企業との合弁で過半数を確保したことはすごいことだと思うのですが。

す。

株式会社チェンジ 2021年9月期第1四半期決算説明会(個人投資家向け)
No.
82
83

Question

Answer

M&Aを同時並行に進めているということは、結果的にM&Aの売上寄与1000億円、営業利益100億円の寄

可能性としては、有り得ると思います。資金調達とPMIを成功させることができれば、営業利益に対する

与になることも十分にありうるのでしょうか。

貢献も大きくなると考えます。

脱ハンコに向けてなにかビジネスモデルを検討されているんでしょうか。

稟議や文書管理のプロセスをデジタル化するソリューションを展開していきたいと考えております。
M&Aの資金調達については、規模やその時々の市場環境等にもよりますが、エクイティ・ファイナンスと

84

M&A実行において、公募増資などのエクイティファイナンスを実施する可能性はありますか？

デット・ファイナンスの組み合わせになることが想定されますので、状況によっては、エクイティ・ファ
イナンスの可能性もあります。
最重要ポイントは、ビジネスを推進していく人材が育つか、事業の成長を加速させる人材がどこまで育つ

85

中期経営計画達成に向けて最も重要なポイントは何でしょうか。

かです。中期経営計画を達成できるだけの、経営者から従業員までの人材、それが最も重要と考えており
ます。

86

ロゴチャットですが、NTTデータでも同様のチャットを行っていると聞いております。このあたりはどの チャット機能は、他の企業様でも展開しているサービスですので、お互い切磋琢磨してマーケットを盛り
ように考えておられますか？

上げていければと考えております。
ありがとうございます。
投資家様とのより効果的なコミュニケーション方法を考えました時、機関投資家向けのIRに個人投資家の

87

前回の説明会で、個人投資家も機関投資家向けオンライン説明会に参加できるようにしたい、と仰ってい 皆様を混ぜるというのは、その規模と形式から難しいことが分かりました。
ましたが、可能になりますでしょうか？
日中の業務時間内には海外含む機関投資家様向けに設定し、夜の部を個人投資家の皆様とのお時間にさせ
て頂きたいと存じます。このような場にて、個人投資家の皆様とコミュニケーションを図ることができ、

88
89

貴社の資本提携先として、ココペリという上場企業も有効だと感じます、できればぜひご検討下さい。

また当社へのご質問やご期待を直接お伺いし、お答えさせていただける機会は、大変貴重であると考えて
ありがとうございます。勉強いたします。

コニカミノルタのAIエンジンはチェンジの内製でしょうか。今後のビジネスの拡がりによってはヘッド

今はチェンジで内製しておりますが、今後、より高度化して参りましたら、例えばヘッドウォータースと

ウォータースへの委託という選択肢はありますでしょうか。

も協業する等の選択肢もあると考えております。
2時間50分の時点で、415名。最初は700名ほどいらっしゃいました。
平日月曜の夜にも関わらず、ご参加いただいてる皆様に、心よりお礼申し上げます。

決算内容ではないですが、現在この説明会にどのぐらいの人数が参加しているのでしょうか？
90

中期計画の話などをこのようにインターネットで共有できることは新しい体験だなと思いました。

個人投資家の皆様が、発行体の経営陣とコミュニケーションをダイレクトに取るというのは、すごく良い

多くの株主の期待を背負って引き続き頑張ってください！

UX（User Experienceの略語）の改善になると思っておりますし、機関投資家と個人投資家様が接する情
報に垣根がなくなってきておりますので、我々にとりましても、個人投資家の皆様から、当社事業へのご
興味・関心を直接お伺いできる機会は、非常に意義ある事だと思っております。

91

未上場のスタートアップ・ベンチャー企業に対する投資も、いくつもあるかと思いますが、IRで開示して
いる企業以外への投資状況を教えていただくことはできますか？
追記。

92

配当は、一切要りません。せめて、DJ5まで。
お身体にお気をつけて、頑張って下さい。

IRで開示している企業が全てとなります。
ありがとうございます。
身体が資本ですので、健康を維持しながら成長を維持したいと思います。
資金使途としてはトラストバンクの100％子会社化です。トラストバンクの株式交換をしたときの175億

93

その他資本剰余金に振り替えた資本準備金について、あらためて使途方針についてご教示ください。

円を振り替えることによって、外形標準課税の算定を変え、税引き後利益を増やすために行った資本政策
です。

94

質問ではありませんが、自社株買いには反対なので安心しました。
成長に全力をかけてください。

ありがとうございます。成長に全力をかけたいと思います。
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Question

Answer
ROE（自己資本利益率）は最低でも10％程度、できれば30％を超える水準が望ましいと思います。

95

今期の業績予想で計算すると、ROEは30%弱とかなりの高水準ですが、ROEについては社内での目標や、 しかし、企業の成長期においては利益を改善していくこと、ROEの分子を大きくしていくことが一番大事
ROEに対する共通意識というのはあるのでしょうか？

であると考えます。主要な経営指標に対して、これくらいの水準でいきたいという思いはありますが、今
は明確な目標にはしておりません。
ありがとうございます。

1Qはものすごい好決算でした。福留社長や社員の皆様に感謝いたします。
96

米国市場だとしたらこういう時に素直に上がるのになぁと思いつつ、日本市場は理不尽な機関売りも多
く、明日からの市場の動きは読めないのでまだまだ心配です。今後の株価に関して福留社長の意気込みは
ありますでしょうか。

97

今何名くらいの方がこの説明会を視聴していますか？（決算の注目度を把握したい）

「マーケットは分からない」というのが、上場してからの私の学習です。株価・時価総額は、人気と需給
と業績で決まります。業績をしっかり上げていく事と、会社を理解していただけるよう投資家の皆様と
しっかりと向き合い、コミュニケーションを徹底すること、まずはコントロールできるものをしっかりコ
ントロールしてやって参りたいと思います。その上で、需給はマーケットが決めるものですので、納得い
くいかないに関わらず、しっかり前進するよう、心掛けて参ります。
そろそろ22時になりますが、まだ403名の方にご視聴いただいております。ありがとうございます。

説明会の開催ありがとうございます。
98

成長性は何も心配しておりません。この調子で頑張ってください。

専門家と連携して、社内通報窓口の設置や不祥事の防止とセットで、セキュリティの対策もしっかり講じ
て参ります。

不祥事防止などコンプライアンス関連の対応はどのようにされてますか⁇
2018年11月、私のトラストバンクへのM&Aに対する意気込みや思いをお伝えしました。トラストバンク
99

100
101

トラストバンクのM＆Aは出来過ぎでしょうか？
あの時の福留社長から株主への手紙に感動しました。

今後、トラストバンクを超えるM＆Aをやる自信はありますでしょうか？
長期投資を促すために株主優待の拡充で長期保有特典を検討されてはどうでしょうか？

は、M&Aではありますが自分で育て上げた会社のような愛着を感じておりますし、トラストバンクの従業
員に対しても、非常に大切な人材だと思っております。我々が地域創生×DXの唯一無二のプレーヤーに
なるときにトラストバンクは主役なることは間違いありませんので、チェンジ・トラストバンク・これか
らM&Aをする会社と共に、グループ一体となって成長して参りたいと考えております。
経営は、良い時もあれば悪い時もありますので、悪い時に腐らず一生懸命頑張る、大変な時に逃げない、
ここだけは自信がありますので、まだまだ色々なM&Aを成功させたいと思います。
アドバイスありがとうございます。長期で保有頂いている株主の皆様に還元したいというのは、私も同じ
思いです。そういった仕組みを検討したいと思います。

元地銀出身なのですが、銀行は前例がないとほぼ動きません。ただ、上位地銀がやれば、すぐに動きま
102

す。
これを踏まえ、まずは上位地銀を落とす必要があると思いますが、そのようなアプローチはされておられ

はい、わたくしも、まったく同じように考えております。またそのようなアプローチをしております。

ますでしょうか？！
103

株主優待を拡充するご予定はございませんか。特に株価下落に耐えて現物保有している長期保有者の優遇 株価水準が思わしくない時も、長期で保有してくださっている株主様は、わたくしにとりましても、非常
を拡張していただけるとありがたいです。
これまでの株価の大きな暴落の経験から継続して保有する怖さがあります。今回も大変な好決算だったに

104

も拘わらず材料出尽くしで売られるみたいな可能性もあります。この後も株主をあっと言わせる材料が多
くありますでしょうか。御社の成長に期待し、応援しております。
福留社長、こんばんわ。

に大切な株主様です。そういった株主様に還元する方法については、検討して参りたいと思います。
動き続けている、成長し続けている当社にとって、材料出尽くしは、あり得ません。コンスタントに材料
を出していきたいと思います。

福留社長は、お話の中に横文字を多用されています。しかし、その横文字を日本語に直してお話をされた
105

場合、お話の内容にあまり中身がないように思われます。要するにチェンジとはふるさと納税の会社ね、 ご意見ありがとうございます。
という印象しか残りません。前回の決算の翌日、寄り高の直後、株価が急落した原因は福留社長の怪しい これからなるべく横文字を使わずに、日本語でお伝えできるようにして参ります。
横文字の多用にあるのではないでしょうか。横文字でお話の表面を飾るのではなく、お話の中身をもっと
充実させることに集中してはいかがですか？後半は横文字なしでやってみては？
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Answer

いつも夢のある決算と、説明会をありがとうございます。
株主優待については、その分も成長投資に振り向けて頂いても良いのかと思いましたが、逆に、廃止する
106

考えはお有りでしょうか。
無理のない範囲でお答え頂ければ幸いです。

107

ありがとうございます。
株主優待の廃止は考えておりません。株主の皆様にとって、より意味のある制度にしていきたいと思いま
す。

水分補給など、休憩を取りつつお願いします！！
海外投資家へのIRの成果はいかがでしょうか？実際に株主になった海外機関投資家も多いとお考えでしょ 海外の投資家からも、我々の事業の中身に対する理解が進んでいるように思いますし、かなり手応えを感
うか？

じております。
「チョイスSCM」は、ヤマト運輸株式会社様と包括的な提携によって作られた、「ふるさとチョイス」独
自のサービスです。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

108

チョイスSCMの進捗を教えて下さい。

輸様へデータを流し、ヤマト運輸様がふるさとチョイスの物流を担います。各自治体様や事業者様のふる

今期の寄与はどの程度でしょうか？

さと納税にまつわる情報管理や返礼品発送等の業務の煩雑さを、当社が共通課題とし標準化、「チョイス
SCM」で解決していきます。収益化については、正確な数字が見えてきた段階で改めてご報告いたしま
す。
会長として、経営に関与しております。会長と社長で役割を分担しておりまして、わたくしは、お客様や

109

神保氏はもう経営にかかわっていないのでしょうか？

株主様向けの外向けの活動を担っておりますが、会長は企業価値向上の為の内部管理・組織力強化を一手

株を下げるような売り方はさせないように釘刺してくれたら嬉しいです。

に担っております。神保の持ち株比率は非常に高いですので、株価等を鑑みないような売り方をする事は
ございません。

110

前回の説明会の時に、「12000円で捕まっている株主を2021年に救出する」と仰っていたかと思います

株価はコントロールできるものではないことに、厳しさを感じておりますが、救出したいという意向に

が、お変わりないでしょうか？

は、全く変わりはありません。

お疲れ様です。地方銀行へのDX化についての進捗はどのようになるでしょうか。地方の企業にとって資
111

金繰りについては地方銀行だよりのところもあるので、うまく事業が伸びれば地域の顧客へのアプローチ
もしやすくなると期待しています。

地方銀行向けのDXのプロジェクトは、当社の最重点プロジェクトとして取り組んでおります。
成功事例をしっかりと作り、全国の地銀向けに横展開していきたいと考えております。
時限的な措置として企業版ふるさと納税制度が運用されておりますが、まだまだ制度としては、企業に

112

企業版ふるさと納税の進捗はいかがでしょうか？

とっての使い難さもあり、拡大しているとはいえない状況かと思います。
当社では、いくつかの大企業様から引き合いをいただき、実際のお取引として成立したところもございま
す。

113

ライトアップとの協業ですが、御社の収益はどこから生まれるビジネススキームなのでしょうか？

114

logoシリーズは競合はどこになりますか？

プロジェクトを共同で運営して、プラットフォームを一緒につくり、収益化をしていくことを考えており
ます。
自治体の要件に沿ったチャットのサービスを展開する企業が競合になるかと思います。
当社は、一回目の緊急事態宣言発令前に、いち早く全社にリモートワークを導入しました。それと同時

115

本社オフィスをなくす話は進んでますか？

に、新しい働き方に合わせ、戦略的なオフィススペースへの転換を検討している旨、お伝えさせていただ
きました。現在、グループ全体で2拠点(トラストバンク1拠点 ,チェンジ1拠点)を閉鎖し、トラストバンク
の本社機能をWeWorkへ移転いたしました。

116

117

地銀再編の流れはビジネスチャンスになり得ますか
トヨタファイナンスとトラストバンクの今後のビジネス展開についてお答え下さい。又、今後、トヨタと
の業務提携もありえたりするのですか？

地銀再編の流れは、当社にとりましても、ビジネスチェンスになると考えます。地銀の新たな収益機会を
作る・あるいはシステムの共通化を図る等、ご要望に応じたご提案ができればと考えております。
トヨタファイナンス株式会社様とトラストバンクは、地域通貨の決済事業で連携しております。トヨタが
推進している「移動手段をサービスとして提供」するMaaS(Mobility as a Service)のビジネスモデルへの
転換と共に、当社も特に地方でのMaaSのビジネス展開において協業を進めて参りたく考えております。
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118

119

Question

Answer

DX事業に関して、他社との提携も多くされていますが、チェンジの競合となる企業はどのような会社が

当社は、地方を重視した「地方創生×DX」のビジネスを展開しておりますので、都市部の大企業向けの

ありますか？

コンサルティング会社とは、競合しないだろうという認識でおります。

LOGOシリーズのように自治体に入り込んで1年以上かけて売上化していくようなところが御社の強みだと また、当社は、あまり競争環境が激しくないところを狙ってビジネスをしておりますので、我々として有
思いますが、他の企業はこのようなところはなかなか入り込めないと考えて良いですか？

利なところをしっかり攻めて参りたいと考えております。
正しいところは、正直分かりません。なぜ、上場来高値から半値を切るところまで下がったか、正確な情

昨年の夏、6000円を超えた後半値近くまで下がりましたがその原因は認識しているのでしょうか？

報はわかりません。しかし、いくつかの仮説はもっておりますので、我々がコントロールできるところで
は、しっかり対策をして地道に業績を伸ばしていきたいと考えております。

120
121

ライトアップ社をTOBにより完全子会社化する計画はないのでしょうか？

ギフティ社ではGo To キャンペーンをはじめ、多くの地方自治体の経済支援策で採用が進んだことで売上 地域通貨事業でございますが、およそ20自治体での利用が進んでおります。特に新型コロナウイルス感染
が急増していました。御社での地域通貨の進捗について教えてください。
丁寧なご説明、いつもありがとうございます。また、御社がライトアップと提携されたこと、成長性の高
い会社を見極める力と持っておられることの表れだと思います。今後の御社の発展を楽しみにしていま

122

す。先ほど含み益のことを説明してくださいましたが、それは市場で買い付けた2.8%の含みでしょうか。
それとも白石社長から相対取引により譲渡された分のことでしょうか。もし市場買い付けが完了していな
いとすればライトアップの株価は上がってきていますが、さらに市場で買い付けされるのでしょうか。

123

今のところはございません。

お疲れ様です、調子が悪くなっても、このような説明会をなされますか？

拡大に伴う事業者への経済的支援対策として利用が進んでおります。
ありがとうございます。
先ほどご説明申し上げた含み益は、株式会社ライトアップ代表取締役社長 の白石様より、相対取引で譲渡
していただいた分でございます。市場で買い付ける予定の２.８%につきましては、インサイダー取引規制
や市場環境等との関係もあり買い付けるタイミングを検討している状況です。上場企業の株式を買うのは
非常に難しいというのが実感です。
事業の調子に関わらず、一貫して、株主様との対話の機会を持って参りました。お叱りを受けるときもあ
るかと存じますが、それを糧としながら前に進んで参りますので、いい時も悪い時も、株主の皆様と向き
合いながら、このようなスタンスでコミュニケーションを取らせて頂ければと考えております。
ありがとうございます。

124

お疲れ様です。配当は要りませんので、徹底的に成長戦略に振り向けて頂ければ有難いです。

長期保有していただいている株主様にしっかり還元できるよう、事業を成長させて参りたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。

125

126

長期保有しております。

コロナ禍の中早くリモートワークに移行されておりましたが、今後の社員の働き方改革についてはどの様
にしていく事をお考えでしょうか。

長期保有、誠にありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
今後の、社員の働き方の検討は、非常に重要な課題として認識しております。
当社はリモートワークを全社に導入し間もなく1年が経ちます。コロナ禍後も、リモートワークが主体に
なった働き方が続いていくと考えておりますが、実際に膝を突き合わせて一緒になって働かないと伝わら
ないことであるとか、人の成長の支援等、既存のリモートワークに、同じ空間を共有したリアルな働き方
を、どう重ねていくか、当社もこれから最適化を図っていく必要があると考えております。コロナ禍後の

127

128

長時間にわたり、明確かつ細かな御説明をして頂きありがとうございます。

新しい働き方を模索し、またそれをお客様に発信して参りたいと思います。
長時間のご視聴、誠にありがとうございます。3時間半を超えましたが、まだ350人の皆様にご視聴いただ

これからも御社の株主でありファンであり続けたいと思います。
前に「コーポレートトランスフォーメーション」に言及され、建設会社、人材派遣会社に興味があると

いております。お礼申し上げます。

仰ってましたが、興味がある業界は変わってないでしょうか？

今回のDJ2の中では、建設会社を傘下に収めることは、時期尚早とみています。DJ3以降、建設会社をM

この発言を受けて、自分なりに四季報で建設会社を見てみましたが、営利30～50億円出していたり、現預 ＆Aし「コーポレートトランスフォーメーション」をすることで、「企業価値を向上させ、建設業界のDX
金を300億円持っていたりします。

の最成功事例としていく」ということは、十分検討できるかと思っております。

これをM＆Aすると、PL、BSが大きく変わりますが、この辺りも狙いなのでしょうか？
129

KDDIとはアクセンチュアとアライズという会社を作っていると思いますが、役割はどのように異なるの
でしょうか？

株式会社ARISE analytics様は、データサイエンスの会社です。KDDI株式会社様と当社の共同出資会社で
は、デジタル人材の育成や教育を担います。アライズとコラボレーションさせていただく機会も検討でき
ればと思います。
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ふるさと納税は、法律に基づいた制度ですので、制度自体が廃止されるという可能性は、非常に低いと考
えております。とはいえ、今後、競争条件が厳しくなったりする等、当社の事業にとってマイナスのイン

130

今後ふるさと納税が廃止になるという想定はありますでしょうか？その際のチェンジでの対応策のお考え パクトが将来的に生じることについては、当然可能性として想定しております。その場合も、他の事業で
を教えていただきたいです。

補う等、懸念事項は予め洗い出して対策を講じておりますが、想定を超えたような事態が起こったとき
に、そのリスクをコントロールしていけるかどうかが勝負どころであると考えております。成長させてい

131
132

テスラ社がビットコインを購入しました。御社では暗号通貨への投資は考えておられますか？
安定株主対策のようなものは考えられているでしょうか？

くシナリオを何パターンも持っておきたいと思います。
技術の研究はしておりますが、暗号通貨への投資は考えておりません。
株式の持ち合い等は考えておりませんが、例えば、長期保有を前提とした機関投資家にもっていただく等
を検討しています。
ふるさと納税の市場自体は、10％前後の安定的な成長を遂げていくと予測しております。

ふるさと納税市場はまだまだ拡大していくのでしょうか？であれば今後数年何％程度成長を想定していま
133

すか？年末にかけて同業他社がCM活用している等、これだけ市場の拡大の中、飽和状態となってはいま

単に返礼品をもらうだけの仕組みであるとか、ギフト券を配る等、いわゆる納税者に対するバラマキと思

せんか？

われる制度では、本来の制度趣旨と異なりますので、当社はふるさと納税制度が、本当の意味で、地方創
生に効果をにもらたすような仕組みづくりをして参りたいと考えております。

1つ質問です。
総務省は、ふるさと納税を良しと思わないフシがあるようですが、
134

135

官庁からのふるさと納税への圧力懸念はありませんでしょうか？
税収が地方分散されてしまうので、総務省からしたら面白く無いのではないか、と。
初めて参加させていただきましたが、同じような質問にも嫌な顔せず、また声を枯らす寸前まで質問に答
えていただき感動しております。これからも応援しております。

2019年6月に制度改正がなされましたので、現在は改正後の制度にて、運用が安定軌道にのっている状態
です。

初めてのご参加、誠にありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
前倒しの達成は常に狙うべきことではありますので、1四半期でも早く達成できるよう頑張って参りま

136

中計の2022.9期の経営成績は、2021.9期中に達成出来そうな数値に見えますが、すぐに上方修正すること す。
にはなりませんか？

予測精度がまだ保守的すぎるということですので、保守的すぎずとも予測がぴったり合うよう、経営スキ
ルを磨いていきたいと思います。
ありがとうございます。

137

138

139

140

今一番熱いテーマは何でしょうか。

DJ２では人材育成が大事とのことですが、現時点でM＆A先の経営を任せられる人材は何人くらいいるの
でしょうか？

今、私の中で一番熱いのは「水素」です。トヨタの『MIRAI』（ミライ）に代表される「水素」活用のよ
うな新しい技術は、本当に興味深くみております。当社がデジタルの力を使い、持続可能な社会の実現に
向けて出来ることは何かを追求しながら、新しい技術の登場に常に注目していきたいと思います。
経営者は生まれてくるものだと思っておりますので、経営を任せて鍛えていく、色々な難局を乗り越えて
育っていくものですので、10人前後の候補人材をどんどんM&A先に送り込んでいく事をして参りたいと
思います。

チェンジのビジネスは河野行革大臣のミッションと同じ方向だと思いますが、面識はありますか？またコ 尊敬する政治家のお一人です。
ンタクトする計画ありますか？
お疲れ様です
身体鍛えて下さいね♪

河野大臣の考えている方向性と一致したような行政改革を支援して参りたいと考えております。
ありがとうございます。
まさに身体を鍛えようと思っておりまして、今月からプロのトレーナーの指導を受けながら鍛えていく予
定です。
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Question
長時間、真摯なご対応ありがとうございます。事業の成長を担うIT人材の育成は重要課題と捉えていま

141

自治体職員です。現在は他社の電子申請システムを利用しています。県単位で共同運営する事でコスト低
減をしていますが、LoGoフォームも県単位で共同調達をしているところはありますか？
また、他社の電子申請システムと比べたらLoGoフォームの優位性について教えてください。

143

人間の成長を指標化してモニタリングすることは難しいものですが、事業のKPIが人の成長とセットとし

す。進展著しいIT技術ですが、ノウハウを持つ人材育成はどのように実現出来ますか？具体的な施策、そ て動いているとして、当社のビジネスが成長すればするほど、人が育ってきているのだと実感いただけた
の進捗の評価方法を確認させてください。株主にもKPIとして見える化が出来ると良いのですが。
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Answer

お疲れさまです。
ホープとはなんかやりますか？
くだらない質問や横文字が多いなどレベルの低い質問は気にしないでください。

ら幸いです。
LoGoチャット、LoGoフォーム共に、県単位で共同調達いただいている自治体様もいらっしゃいます。共
同で調達してご利用いただくと、全体のコストがさがりますので、ぜひ推進していただけたらと思いま
す。他社の電子申請システムとの比較ですが、一番の違いは柔軟性です。実際にご利用いただくと、あり
とあらゆる申請において手軽に欲しいフォーマットで作ることができる「LoGoフォーム」の使い勝手の
良さを、実感いただけるかと存じます。また、他の自治体様とフォーマットを共有できるところも大きな
魅力です。
株式会社ホープは大好きな時津孝康社長の会社ですので、私もどこかで、自治体向けのビジネスで協業で
きるとよいなと思っております。

どうせ高値掴みの嫌がらせです。
144

自社株買いや配当なんて全く求めていないので成長に全力を尽くしてください。

ありがとうございます。

長い時間お疲れ様でした。

成長に全力を尽くして参りますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

今回も素晴らしい決算をありがとうございました。
これからも応援しています。
横文字の表現にご反対のご意見があるようですが、私は横文字表現の方が分かりやすいのです。
145

また、社長の本来の素直なご意見をお聞きしたいので元の横文字表現ありのお話方でご回答いただけます
でしょうか。
漠然とした言い方になりますが、自治会の運営をサポートするようなサービスを開発してくれませんか。
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自治会の情報共有（会計、広報）など手軽にデジタル化したいです。全国にある何千もの自治会はマー
ケットとしても魅力ありませんかね。
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先ほどの上位地銀DXの事例のIRは、2Qに出ると想定してもよろしいでしょうか？
お疲れ様です。わが自治体に営業に来ませんが、ずっと待ってますが・・・
福留社長

ありがとうございます。
より多くの皆様に伝わる表現になっているかどうか、今後気を付けて参りたいと考えます。
自治体の構成要素として、自治会こそが地方創生のひとつの鍵をにぎるコミュニティだと思っておりま
す。自治会の運営を効率化するサービスは、可能性として充分あり得るとも思います。当社にとって、ま
だまだ知見が足りない領域ですので、研究を重ねて取り組んでいけるチャンスができればよいと思いま
す。ありがとうございます。
現時点ではまだ確かなことは申し上げられませんが、地銀の取り組みをしっかり支援し、パートナー関係
を構築して、良いリリースに繋げていきたいと思います。
ありがとうございます。
全ての自治体に営業にお伺いできるよう頑張って参ります。

お疲れ様です。ここまで真摯に投資家に向き合う姿に感動しております。一方では自信の表れ

ともとれます。今後会社がいかなる状況に陥っても同様に投資家に向き合って欲しいなと思いました。
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当社の社員の育成に関しては、まだまだ開発途上にあると考えております。
リモートワークを主体とした働き方ではありますが、その中でもしっかりとトレーニングや現場のOJTに

さて一点質問です。他社の人材育成ビジネスを強力に進められていますが、チェンジ社員への育成はどの て、育てて参りたいと考えております。
ように進められているのでしょうか。
開始から３時間ほどお話頂き本当にありがとうございます。
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社長の発言を一字一句聞き逃したく無い方が私含め、いらっしゃると思います。
しかしながら諸事情により一度数分間の休憩を設けて頂けませんでしょうか、げ検討をお願い致します。
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説明会が長すぎて、ヒゲが伸びてきたんじゃないですか？

かれこれ4時間経ちますが、まだ319人の方にご参加いただいております。次回以降は休憩を挟む等、検討
いたします。
はい、そうですね、だんだん髭が濃くなってきております。笑

ふるさと納税の受入額は昨年度5000億円程度でしたが、将来どのくらいまで伸びることを想定されていま 上限は2兆5000億ですが、満額いくことはないので、うまくいって1兆円程度、妥当なところで8-9千億で
すか？所得税額から割り返して、3～4兆円程度でしょうか？

頭打ちになるのではないかとみております。あくまで私見であることをご了承ください。
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Question
説明会ではいつも誠実な対応をありがとうございます。しかしながら同じ質問や回答できない質問が非常
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に多いように感じております。司会進行役をもうけるなどして、短時間かつ効率的なものに変えていって
はいかがでしょう？
同じ質問が定期的にされているように思います。
このような説明会は大変ありがたい事ではありますがもうじき
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4時間になろうとしています。
企業であれば深夜残業時間となっています。

Answer
できるだけ皆様のご質問にお答えすることをポリシーにしておりますので、できるだけ一個一個こたえて
いくことをやっていきたいと思っております。

ありがとうございます。
もう23時ですね、そろそろ閉会としたいと思います。

そろそろお開きとして良いのではないでしょうか?
本日は、夜分遅くまで決算説明会を有難う御座いました。
質問した内容がすべて聞けて、感謝感激です。
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これからも現物をしっかり握りつつ、
チェンジさん、トラストバンクさん、その他のチェンジ関連企業さんを

ご参加ありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

応援していきたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
自治体のリモートワークは、主流にはならないかもしれませんが、浸透していくのではないかと考えてお
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遅くまで丁寧な説明ありがとうございます。

ります。住民が役所に行かなくても手続きが完了する時代はすぐそこまで来ておりますので、テレワーク

今後、自治体においてテレワークはどの程度浸透していくでしょうか？浸透させていく上での課題、

でも事務処理が完結するようになります。またセキュリティ要件の厳しい情報へのアクセスも容易にでき

LOGOフォーム等を使って貴社が提案できることがあれば教えてください。

る環境になって参りますと、テレワークが浸透していくと思います。その時に、住民・庁内・事業者との
ありとあらゆるやりとりに、LoGoフォームが紙や電話に替わって利用されていくものと思います。

全ての質問に誠実に対応して頂き、ありがとうございます。
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投機でなく投資に値する企業であることが確認できて、とても安心しました。長期保有株主として嬉しく 長期保有、誠にありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
思います。頑張ってください。
ご説明をお聞きしていて福留社長と一緒にお仕事をできたらどれだけ楽しいだろうかと思いました。

158

159
160
161
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中途採用枠で空きがございましたらご連絡ください。
将来的に再度、政界にチャレンジされる事はご検討なされているのでしょうか。
今回の好決算により、明日所有株を売却して利益を得るつもりでした。社長のお話をお伺いして、株は
持って御社を応援しようと思います。
長時間、真摯な対応有難うございます。
長時間詳しくご説明くださってありがとうございます。社長真剣な姿を見て非常に感動しております。少
し株を増やして長期保有してきたいと思いました。
社長の情熱と姿勢に感動しました！お体だけお気をつけください。

ありがとうございます。
政治の世界に一度チャレンジしておりますが、これから先はビジネスマンとして、社会の役にたてるよ
う、貢献していきたいと考えております。
ご支援ありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
長時間のご視聴、ありがとうございました。
ありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
4時間にわたる長時間の説明会にご参加いただきましてありがとうございました。いまだに311人の皆様に
ご参加いただいておりありがとうございます。これからも応援よろしくお願い申し上げます。

