株式会社チェンジ 2022年3月期第１四半期決算説明会(個人投資家向け)
No.
1

分類
IR

Question
金融相場から業績相場へと株式市場が移行する中で、業績開示が今まで以上に重要になると考えて

おっしゃるとおり決算期変更に伴う業績の説明はきちんとコミュニケーションすべきだったと思っ

います。決算期の変更に伴う説明をより慎重にしていただきたかったです。

ています。

株価の下落で支払って売り抜けたい株主の主張が目立ちますが、必ずしもチェンジの成長に繋がる
2

IR

主張ばかりではないと思います
株主のトリアージ、と言って言いかわかりませんが、IRに寄せられる株主の声質をしっかり選別で
きていますか？

3

IR

Answer

株主平等原則が大前提ではありますが、株主の声については貸借銘柄への採用や機関投資家と個人
投資家のバランスについてなど、建設的な意見は適宜取り入れており、引き続きその姿勢でいま
す。

四季報ではチェンジ株主の外国比率は16%程度となっています。これは公募増資時に比べて増えて

海外投資家は以前は13%程度でしたので増えています。国内の機関投資家はポジションの増減を随

いますか減っていますか？また、国内機関投資家の株主は増えている実感はありますか？

時行っているため明確な方向性はわかりません。
ファンダメンタルズが悪いわけではなく、マーケット全体が良くなれば株価も回復すると認識して

4

IR

3211円で公募に参加した海外投資家からは、どのような声が上がってきているでしょうか？

いただいており、長期保有目的の海外投資家はまだ保有をしてもらっています。随時コミュニケ－
ションを取り、彼らに安心してもらえるような説明を行っています。

5

IR

プライム市場の上場基準(流通株式数や流通株式比率)などは今後も問題なしという理解でよろしいで
しょうか？

プライム市場で問題ありません。
自己株式を株式交付型M&Aに活用する際はマイナスの影響があると思います。ただし現金対価は別

6

M&A

株価の低迷が止まりませんが、今後のM&A戦略などに与える影響はありませんでしょうか。

で、豊富にキャッシュを有しているほか、借入の契約もあり、最大500億円のM&A資金を有してお
り、M&Aの進捗に影響が出ることはありません。

前回の説明会でM &Aで早ければ昨年年内にも発表できるかもしれないとおっしゃってましたが当時
7

M&A

詰めていた大型M&Aは流れたという判断でよろしいでしょうか。

昨年検討していたM&Aについては最終局面で断念しました。

それとも継続中なのでしょうか。
8

9

決算

決算

通期見通しの営業利益50億は前年同期の53億を下回っていますが、理由をわかりやすく教えてくだ M&Aの準備費用やエネルギー、パブリテックなど新規事業に投資を行っていることによるもので
さい。
前々期から前期への1Qの伸びは強烈でした。それに比べて前期から今期1Qへの伸びは売上+1.7%、
営業利益+3.6%とかなりの鈍化に見えます。なぜでしょうか？

す。
前期にかけての最も大きなものとしてはテイクレートの引き上げであり、手数料率が平均３％から
５％になった影響です。今年は５％で据え置いていることと全体の寄付総額に大きな変動がなかっ
たことによるものです。

セグメント利益について質問です。
10 決算

調整額528百万がありますが、かなり高額という認識です。

詳細は申し上げられませんが、租税公課が大部分を占めます。

M&A準備費用、租税公課とありますが、もう少し具体的にご説明いただけませんか？
11 決算

M&Aの直近の関連支払い費用4000万というのは、具体的な中身は何ですか？

デューディリジェンスや弁護士費用などプロフェッショナルサービスに対する費用です。

12 決算

成長鈍化しているように感じますが、それを払拭するコメントを頂きたいです。

ふるさと納税ビジネスは鈍化していますが、それ以外のビジネスについては伸びています。

13 株主還元

成長が鈍化したときには配当を出すとおっしゃっていましたが、その考えに変わりはないですか。

将来的には配当を出す選択肢もあるため検討は続けていますが、それが現時点ではありません。

米国金利上昇でPERバリュエーションが低下することは仕方ないと思います。なので株価が下がっ
てしまうことに責任を感じる必要はありません。ただし業績については、しっかりと責任を持って
14 経営計画

ほしいです。この四半期は前年同期比でも成長が大きく鈍化しているように見えます。国策でDX推
進という中でチェンジの祖業であるデジタル人材育成もど真ん中な状況だと思うのですがこれから
の成長加速はどうなのでしょうか？前期四半期で利益を削って投資もしていたと思うのですが効果
はいつごろから数字に表れるのでしょうか？

経営の責任を痛感していますが、成長分野をいくつか抱えており収穫期はこれからです。具体的に
は2024年３月期から2025年3月期にかけて投資回収を見込んでおりそこで大幅に業績を伸ばしてい
きたいと考えています。
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No.

分類

15 経営計画

Question
1Q決算を終えてDJ2達成に向けての見通しは変わりませんでしょうか？

Answer
見通しについて変更はありません。

いくら行っているサービスが良くても売上になり、それが株価に反映されなければ意味がありませ
16 経営計画

ん。様々な業務提携をされていますが、それらが、いつ、どれくらいの売上になり、利益に繋がっ

中期経営計画の発表時に可能な範囲で開示し説明していきたいと考えています。

ていくとお考えでしょうか？
17 経営計画

決算月変更に伴い、中計の見直しも行われるとのことですが少なくても以前の中計の数字よりは大
きくなるという認識で良いでしょうか？（最も稼ぎの大きい10～12月期が含まれるので）

5月に改めて発表しますのでそれまでお待ちください。

地域創生のいろいろな施策について目の付け所に感心、共感しています。
ただ残念なのは一度紹介されたその後の進展、業績への貢献というのがよくわかりません。個別内
18 経営計画

容公開できる範囲もあり難しいのかもしれないというのはある程度理解できます。
そこで提案なのですが、KPIものを定め定期的に成果を見れるようにしていただけませんでしょう

開示できるKPIは重要であると考えております。地域創生の進展度合いを測る指標をどのように設定
するかは中期経営計画をモニタリングする上での課題と考えています。

か？事務的手間暇かかるかもしれませんが、ご検討お願いいたします。
19 経営計画

20 経営計画

次期中計や、更に長期目線の”DJ5”で目指す姿について、お話できる範囲で教えてください。
現状売上高に対するパブリテック事業の割合が大きいと思いますが将来的にはパブリテック事業と
NEW-IT事業の売上の割合をどの程度で考えられているのでしょうか。

日本の地方は持続可能性が落ちているため、そこをどう維持するかが問題であり、コンパクトシ
ティ等社会インフラの低コスト可などに取り組んでいきたいです。
現在はパブリテックにリソースを重点的に投入していますが、公共領域が大きく成長してNEW-ITの
セグメントも同等それ以上の成長を期待していますが、ＤＪ２の前半の力点はパブリテックとなり
ます。

お疲れ様です。エアロネクストとの今後の連携が教えてください。2023年から2024年にかけて空飛 エアロネクストは物流機能が弱い地域にドローンを使った自動配送のサービスを展開しています。
21 事業（投資）

22 事業（投資）

23 事業（パブリテック）

ぶ車が各国で実現されてきます。先行投資されていますが、この分野はかなり期待しておりチェン

その自治体の拡大を当社がサポートしていきます。地方創生の中で自動運転技術などは注目されて

ジとの連携がどのように相乗効果が生まれるか期待しております

おり、ふるさと納税で得た利益を原資にしながら色々な取り組みをしています。

ポートがM&Aしたエネルギー領域の事業とチェンジのエネルギー事業の今後の関係を教えてくださ
い。
ロシアの軍事的な動きが活発ですが、エストニアの皆さんは大丈夫ですか？
大事な人材だと思うので対策が気になります。エストニアでの成果も知りたいです。
今は1にも2にもEPSを上げ、ROEを上げる努力をしなければならないはずなのに、何故ふるさと納

24 事業（パブリテック） 税のテイクレートを他社並みの10％になさらないのですか理解できません。理由を教えてくださ
い。
25 事業（パブリテック）

現時点で当社が行うのは公共向けのビジネスであり、ポートの個人や企業に関するビジネスとの関
連が難しい部分ではありますが、民間のエネルギー需要にどのように対応するかという点もあり、
これから協業の方法については模索していきたいです。
自治体向けの電子申請ソリューションを行っているxIDがエストニアで使われているデジタルIDの技
術を日本に持ち込んでいますので、同社と連携し、エストニアのノウハウ、アイデアなどを活かし
事業を強化していきます。
テイクレートについては付加価値の提供とセットになりますので、これからも付加価値の追求をし
ていきます。引き上げは増益につながるため経営の選択肢としては常に考えています。

ロゴフォームとロゴチャットの、有償後の売上と利益の見込みを教えてください。説明資料にも明

有償契約後のARRが2022年4月以降、10億円程度になると見込んでいます。SaaSビジネスのセオ

示してください。

リーに沿って、まずは面を取りに行くことに重点を置いて資金配分を行っていきます。
GMVについては前年対比102%と微増となっていますが、ふるさと納税市場における全体のシェアと

26 事業（パブリテック）

パブリテック事業の売上成長が完全に止まったように見えますが、これはふるさと納税サイトの競

しては低下しています。競合他社がポイントであったり還元施策を打っておりその影響が出ていま

争増からパイを奪われているということはないのでしょうか？

す。ただ当社グループとはスタンスが異なりますので追従はしません。利益を再投資し新しいビジ
ネスを育てていきたいです。
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No.

分類

Question
無償から有償に移行する自治体が少ないと思いますが、その原因はなんでしょうか？

27 事業（パブリテック） 無償期間で終わった先の自治体のフォローはどうされてますか？

28 事業（パブリテック）

Answer
予算が確保できないことが最大の理由です。長期の契約となり継続して発生するコストであるた
め、一時的な支出と比べその難しさがあります。当社としては自治体に対し予算を確保すためのサ

採用軒数では増えてるように見えますが全体の自治体数からの導入率で示してもらえませんか？

ポートなどをしています。LoGoチャットについては無償分含めると半数弱となります。

デパート物産展のふるさと納税はとても魅力的だと思います

現時点で既に高島屋と連携したサービスを行っておりますが、デパートに対し当社としてはそのよ

ただデパート自身でふるさと納税に参加しているところと競合しませんか？

うな協力関係を構築していきたいと考えています。

LoGoビジネス(チャット、フォーム)についてですが、こちら有償自治体数の増加スピードが遅く感
29 事業（パブリテック）

じていて、無償から有償に切り替えてもらうように何か方法を考えおりますでしょうか。もしくは

決して有償自治体数の増加スピードは遅いわけではないです。主に、毎年４月から６月にその年度

今は認知拡大段階のため、今後ビジネスを拡大するにはこのように進めていきたいとかはございま

の契約をしていきますので、それ以外の期間の有償契約の増加は限定的となります。

すでしょうか。
エネルギー事業の災害対策はどのようにお考えでしょうか。地域によって、それぞれ違う災害リス

事業そのものに対するリスクマネジメントは必要な対応を行っておりますが、災害対応力を高める

クあるかと思いますので、投資するコストも少ないかなと思います。

ことが重要なので蓄電技術を高め地域のレジリエンスを上げていきたいです。

ふるさと納税はなりふり構わない他社に押され気味だと思います。御社は趣旨に沿ったやり方を貫

手段を選ばずに稼ぐというスタンスではなく、あくまで制度趣旨に沿った形で収益を獲得していき

31 事業（パブリテック） いていかれると信じていますが、収益の成長とのバランスをどう取っていかれるのか懸念していま

ます。その上で自治体に対しどこまで付加価値を付けられるかという点が重要ですのでそこに取り

30 事業（パブリテック）

す。

組んでいきたいです。
約30の自治体に採用され徐々に浸透しています。用途としてはコロナ対策のプレミアム商品券や地

32 事業（パブリテック） 地域通貨の進展状況について教えてください。

域のポイントなどで使われています。これにより地域の経済循環が実現できるため、自治体向けの
サービスにこだわりながらビジネスを拡大していきたいです。

33 事業（パブリテック）

私の働く自治体でもlogoフォーム使ってます。使いやすいと思います。ただ、１自治体何百万稼ぐ

プラットフォームとして成長途上にありますが、自治体には出来るだけ安く使ってもらいたいとい

タイプのシステムではないと感じています。ふるさとチョイスに並ぶような稼ぎ頭になるのでしょ

うのが我々の想いです。自治体向けの多額のコストがかかっている部分はテクノロジーを使いコス

うか？株価が想定以上に下がっている現状なので安い株価で自社株買いして未来の値上がりととも

トを減らし、サービス向上を図りたいです。

にMA用の株数を増やすお考えはないですか？

自社株については現時点で考えていません。

営業サポートの観点からトラストバンクがグループ企業であるというブランディングを強化するの
34 事業（パブリテック） はいかがでしょうか。（須永会長をさらにフィーチャーするなど）。自治体シェアも高まっている
ので「LoGo」（Local & Government）の再ブランドもぜひ検討してください。
35 事業（パブリテック）

36 株価

37 株価

38 株価

ガバメイツの設立に至った経緯、足元の取組状況、それを踏まえた今後の事業構想・規模につい
て、具体的にお考えがあれば教えてください。

います

今後も頑張って下さい

ありがとうございます。
元々コニカミノルタと協業はしておりましたが、本格的に市場が立ち上がっていく中でその関係性
をより深めるために設立に至った経緯です。営業開始より数十名体制で動けるよう準備を進めてい
るほか、将来的には100億円規模のビジネスとなるよう取り組んでいきます。
業績を上げていくこと、新規事業を形にしていくことに注力していくことが株価対策になると考え

長期保有者ですが株価対策がなっていません
長期保有予定ですが現在の株価にはめげています

トラストバンクも一体となって事業推進していることを一層アピールしていきます。貴重なご意見

ています。
種まきも大事ですが収穫＝数字のIR も期待して

期待しています

公募増資価格3211円が適正な株価であるという考えに変更はありませんか？現状は1500円程度で
す。乖離の理由は？PERが切り下がっているからとお考えでしょうか？

まだ収穫期に入っていませんが、例えば自治体向けのSaasは今年度から、４月に設立するガバメイ
ツも初年度から収益に貢献する予定ですので、利益をどのように最大化させるか、またその利益を
株主にどのように還元していくかを考えていきたいです。
適正な株価水準についての認識の変更は無いです。株価の形成要因はPER、需給、業績かと思いま
すので、業績に関して伸びが足りないというのがマーケットの評価でないかと思います。マザーズ
指数がピーク時からおよそ半減していることもあり、需給による影響も一部あると思っています。
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No.
39 株価

40 株価

分類

Question

Answer

チェンジは単にふるさと納税の会社だとマーケットから見られているのが、PERが切り下がってい

ふるさと納税もコアビジネスの一つですが、これだけをやる会社ではありませんので、他の事業も

る1番の理由だと思いますが、どうお考えですか？

伸ばし、マーケットの認知を変えていくことが重要と考えています。

今回の説明資料のほとんどはパブリテックセグメントの内容かと思われます。
NEW-IT トランスフォーメーションのセグメントでフォーカスする内容は人材育成だけですか？

デジタル人材育成が主軸にはなりますが、民間DXも盛り上がっており、それも力点の一つです。

株価最高値域で購入して握り続けている株主です。
41 株価

損切りを思いとどまってきたのは暴落当時の社長の「高値で取り残されている株主を助けに行く」

現時点で含み損を抱えている多くの株主の皆様に対しては大変申し訳なく思っています。

「がっちりホールドでお願いします」の発言です。いつも応援していますが、さすがに心が折れそ

今の業績や相場環境で１年以内には難しいかもしれませんが、再び上場来高値の更新を目指してい

うです。1年半前の社長のご発言のお気持ちに変りがないかだけ聞かせていただければ、まだまだ長 きたいです。
期で応援させていただく所存です。お心意気をお聞かせいただければ幸いです。
42 その他

43 その他

44 その他

岸田政権がふるさと納税制度にメスを入れる可能性はお考えでしょうか？
IT技術者の採用難が相変わらず言われていますが御社の中途、新卒の採用動向はいかがでしょう
か？
大きな決定をする時、最も大事にしている信念などあれば、お聞かせ下さい

ふるさと納税に対する批判は以前から一部でありますが、現時点で具体的な動きがあるわけではな
く、また優先順位が高い課題ではないと認識しています。
エンジニアの採用が難しいという状況に変わりはありません。新卒採用については２０名程度、優
秀な人材を確保できそうです。中途採用については、社員からの紹介など地道に採用活動を続けて
いきます。
考え抜いて考え抜いた後、最後には直感を大事にしています。また決断にあたってのスピードも重
要視しています。

家の父が勤める工場の製品はメーカー品のため、ふるさと納税の返礼品になりません。
45 その他

先ほども説明いただいた内容に納得できるところもありましたが、もう一歩、踏み込んで欲しいで

一定の条件や制約はありますが、自治体に地場産品として認めてもらえるよう働きかけることで返

す。例えば、GCFのようにメーカーに使途を限定させるような制度で、うちの父のつくる製品を返

礼品として指定される可能性はあります。

礼品にしてはもらえませんか？
ソフトバンクグループなど日米の報酬に対する考え方の違いによって優秀な人材の引き止めが難し
46 その他

くなっているニュースをよく耳にしますが、貴社も人材獲得競争が激しくなってきた場合、報酬or
給与の増加による引き留めが一番有効的だと思われますか？

47 その他

48 その他

テレワークが進む中で、都心から地方へと就職するもしくは田舎に戻って仕事できるようになれば
地方創生につながると思いますが、チェンジ社としてやれる事はありますか？

報酬も一つの重要な手段ではありますが、職場環境や仕事のやりがいなど様々な要因も加味し、人
事的な施策として打っていきたいです。
どこでも働けるという環境がコロナ渦の中で確立されてきました。地方でも東京と同等の賃金を得
られて全国に影響を及ぼすような仕事ができる、ということになればどんどん人が地方に移ってい
くのではないかと考えています。

本社には出社せず地方でのリモートワークのみの社員募集などは行わないのでしょうか？もし実現

大々的には行っていませんが、東京圏以外でフルリモートで働くということを実験的に始めたとこ

すれば地方創生という意味でもより地方との結びつきの高い会社になれると思うのですが

ろです。どこに住所があろうが仕事ができる、そういった雇用の仕組みを作っていきたいです。

