株式会社チェンジ 2023年3月期第１四半期決算説明会(個人投資家向け)
No.

分類

Question

Answer
営業損失を計上したことへの責任は痛感しております。第1四半期の営業利益2.07億円と計画して

1

決算

営業損失の計上はマーケットに悪い印象を与えます。回避する対応はできなかったでしょう

おりましたので、目標未達に終わったことは良い決算だったとは決して言えません。一方で、今回

か。また、第1四半期の業績は想定の範囲内であったということでしょうか。

の営業損失は将来に向けた投資の結果発生した、将来の収益につながる前向きものであり、想定内
の範囲であったと考えております。

2

3

決算

決算

第1四半期で売上原価率51.3%、同様に販管費比率49.4%に上がっている理由を教えてくださ

対前年比で40名程度増員したことによる人件費の増加およびM&A実行に要した専門家への報酬等

い。

が発生したことによります。

今回、通期業績予想を修正されていませんが挽回可能ということでしょうか。営業利益の通期
目標を達成する確度を教えてください。

第1四半期では営業利益目標に対してマイナス約2億円という結果になりましたが、通期計画を達
成すべく、今回のM&Aで獲得した2社との統合効果や今後の新規受注の上積みなどを含めた挽回策
を講じているところです。

営業利益目標については第1四半期約2億円、第2四半期約4億円で、上期合計で約6億円です。下期
4

決算

第1四半期と第2四半期の業績計画の内訳を教えてください。

では約64億円を見込んでおります。ビジネスを公共向け中心にシフトしたことにより収益計上が3
月に集中する計画です。

5

6

経営計画

M&A

SBIの持分法適用会社になられたわけですが、SBIとのシナジーにより中計を見直す可能性はあ
るでしょうか。

決算説明資料6ページに「良質なM&A 案件に傾注し、一時的に他の収益案件抑制」とあります
が、この意味を教えてください。

私自身がSBI地方創生サービシーズ社長を兼務しており、SBIグループの地方創生、DXを任されて
おりますので、SBIとのシナジー創出によりプラスのインパクトが生まれた場合は中計を見直した
いと思います。

今回のM&Aは、来期以降の中期的な利益獲得を実現するために必要不可欠なものと位置づけてお
ります。そのため、足元の案件獲得活動を意図的に抑制し、私（福留）を含めた経営リソースを本
件達成に向け集中的に投入したという趣旨です。

DFA社の強みはサービスロボットの運用技術があること、つまり数千台の納入実績を踏まえた運用
7

M&A

ＤＦＡ社の強みを教えてください。また昨今の国際情勢を踏まえた地政学的リスクについての ノウハウと関連するデータを蓄積されていることだと考えております。
考えを教えてください。

地政学的リスクは大きく、予断を許さない状況だと理解しており、今後仕入れ先の多様化が必要で
あると認識しております。
当社の推計では、既存の店舗形態でサービスロボットが導入可能な店舗が3万店ほどあるとみてい

飲食店向けサービスロボットはどの程度の市場規模で、どのぐらいのスピードでシェアを獲得 ます。ロボットが仮に1台300万円程度とすると約900億円の市場規模になります。ここに対して3
8

M&A

していく見込みでしょうか？導入側の店舗にとって設備投資はかなりの負担になると思います 年程度で1～2万台程度納入する計画です。
が、対応策を教えてください。

また、コロナ禍により企業の設備投資へのハードルは高くなっていると認識していますので、店舗
側の初期的な負担にならないようなファイナンススキームを考えていく予定です。

株式会社チェンジ 2023年3月期第１四半期決算説明会(個人投資家向け)
No.

分類

Question
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人口減少下の社会の中で生産性をどのように上げていくのかということが当社のミッションです。

9

M&A

今回買収したロボット事業と本業との関連性を教えてください。

ロボットに関するソフトウェア開発は以前から手がけておりましたが、ソフトウェアだけでは本当
のDXになりえないと感じておりました。劇的に生産性を上げるためにはソフトとハードの融合が
必要だと考え、今回のM&A実行にいたりました。

DFAは核となる店舗に関するデータなどが重要になると思います。保守整備・販売に関わる
10

M&A

データだけでなく、こういった核となるデータを得られることについて、仕入れ先のPudu社と
の間で取り決めがなされているのでしょうか？

11

12

M&A

M&A

飲食店向けロボットの需要が増加するのはいつ頃からと想定しておられますか？

ロゴスウェアの競合他社に対する優位性を教えてください。また早期にマネタイズ出来るよう
な事業でしょうか。

当社としては最終的に開発につながるようなデータを入手したいと考えております。また、店舗に
関するデータを、全当事者のメリットになるような取り扱いにしたいと思います。

2023年度からと考えております。コロナ禍からの回復局面で、飲食店の人手不足が業績回復のボ
トルネックになってくることが顕在化すると想定しております。

同社の提供するラーニングプラットフォームは、極めて高品質で競合他社に対して優位性があると
認識しております。既に一部でビジネスを展開し始めており、利用者から高評価を頂いておりま
す。

本格的な人口減少社会を迎え、特に地方は変化を迫られる段階にきています。
このような時にこそ新しいリーダーや社会を変革するプレイヤーの出現が必要であり、当社として
あと数年で地方は人口減少により激変すると考えておりそれに伴い、新しい優秀なリーダーが も支援していきたいと思っています。例えば、単純作業や付加価値のない作業はロボットに任せ
13

M&A

続々と生まれる予想しています。そういった面で今回のM&Aは楽しみです。そのあたりの福留 る、教育を通じて人間が提供できるサービスの付加価値を挙げていくことなどが必要になってきま
社長の認識を教えて下さい。また短期的な目線ですが、通期目標達成に不安な点はあります

す。今回のM&Aはこの両方を実現するものになります。

か？

通期目標達成に対して不安な点としては、ふるさと納税マーケットの競争激化が挙げられますが、
当社としてはOEM連携などの新しい施策の効果が出始め、7月以降は回復基調であり、中期的な目
標達成に確信を持っています。

14

M&A

15

M&A

今後のM&Aに向けてエクイティファイナンスの必要はないでしょうか？

M&A用の資金は既に調達しており、エクイティファイナンスで約83億円、SMBCとのM&Aファシ
リティ契約によって約195億円、総額約278億円の資金手当を行っております。

現在検討されているM&A案件の進捗を言える範囲でお願いします。またどんな業態の会社を視 常時4～5件のM&A案件を検討しております。ターゲットとしては、①テクノロジーを持つ新しい
野に入れていますか？

会社と②多数の人材を抱える伝統的な会社の両軸で考えております。

株式会社チェンジ 2023年3月期第１四半期決算説明会(個人投資家向け)
No.

分類

16

M&A

Question

今年中に発表出来そうなM&A案件はほかにありますか。

Answer
進行中の案件がありますので、ディールが成立し次第、速やかに公表していきたいと考えておりま
す。

2025年3月期でM&Aにより営業利益50億円の積み増しを計画しているという意味です。
17

M&A

決算説明資料26ページ図表内の「M&A+50億円」は何を示しているのか教えてください。

その中で、今回買収したDFA社とロゴスウェア社の2社で、2025年3月期において20～25億円の営
業利益を創出することが可能と考えております。

まだ2025年3月期目標（M&Aにより営業利益50億円の積み増し）の半分しか実現しておりません
18

M&A

今後大きなM&Aを検討しておられますか。

ので、あと半分実行する必要があります。当社にとってM&Aは経営戦略の一つであり、今後も継
続して検討していくものであります。

同事業の経営幹部であるディジタルグロースアカデミア社の高橋社長のリソースをM&A達成に向
19

事業（NEW-IT）

NEW-IT事業の進捗に対してどのようにお考えですか？デジタル人材育成の市場環境を考えれ

け集中的に投入したことで、足元の案件獲得を一時的に抑制した影響だと認識しております。新規

ばYoYで+3.3%成長は低いように見えます。何かボトルネックがあるのでしょうか。

受注獲得に邁進していれば足元の売上は確保できたかもしれませんが、中長期の成長を優先したこ
とによる経営判断です。

20

事業（NEW-IT）

デジタル人材事業は第2四半期以降は挽回出来ると考えてよろしいでしょうか。

21

事業（NEW-IT）

デジタル人材事業の売上規模を今期の売上目標を教えてください。

22

事業（NEW-IT）

23

事業（NEW-IT）

スノーピーク社との共同開発の新アウトドア研修プログラム「RE（アールイー）」の準備状況
を教えてください。

第２四半期以降挽回できると考えています。業績を伸ばしながら、中期的な成長の基盤確保のため
ロゴスウェアのPMIも同時に行ってまいります。

今期、約25億円程度を見込んでおります。

いま両社で研修内容を開発しているところです。今後市場に浸透させていく計画です。

2024年4月から始まる医師の残業規制に向けたビーキャップ社の取り組みの進捗状況を教えて

トライアルが既に始まっており、来年度から利用開始、2024年度から本格導入という医療機関が

ください。

増えていくと思います。いずれ、まとめて進捗を報告したいと思います。
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分類

Question

Answer
投資事業は、通期計画で人件費だけ見込んでおり、利益を計上することは考えておらず、事業セグ

保有している上場銘柄の評価額が大きく下がっており、「IPOアクセラレーション・プログラ
24

事業（投資）

メントとして残すべきか否かについて監査法人と議論を深めているところです。

ム」にリスクを感じますが対策などはありますか。もしくは投資事業自体からの撤退の可能性 仮に事業セグメントとして残すとしても「IPOアクセラレーション・プログラム」や上場会社との
はありますか。

資本業務提携を行う際にできる限りリスクを低減する仕組みを構築する必要があると考えていま
す。

25

事業（投資）

チェンジ社にとってライトアップ社の位置づけを教えて下さい。数千万円の株式評価損が計上
している中で株式を保有している必要性を教えてください。

ライトアップ社は非常に重要なビジネスパートナーであり、NTTドコモ様向けの取引で協業し成果
を出しております。株価下落による株式評価損は認識しておりますが、同社株式を継続的に保有し
協業を継続したいと考えております。

当社は純投資を行っているのでなく、あくまで協業により本業に貢献できるかの観点で判断してい
26

事業（投資）

今後のグロース企業への投資戦略をお聞かせください。

ます。一方で、業績に対する株式評価損のインパクトについては重く受け止めており、評価損リス
クをコントロールする方法について十分検討していかなければならないと認識しています。

27 事業（パブリテック）

28 事業（パブリテック）

29 事業（パブリテック）

30 事業（パブリテック）

31 事業（パブリテック）

32 事業（パブリテック）

決算説明資料6ページに「中計上積みが視野に入る」とありますが、この意味を教えてくださ
い。

自治体向けDX事業に関して、中期計画の上積みをする見込みということです。

LoGoフォームの無償契約数の成長が鈍化していますが、増加に向けた今後の打ち手を教えてく 今後LoGoフォームの新製品をリリースいたしますので、それをきっかけに新規顧客開拓を図りま
ださい。

す。あわせてLoGoチャットの現利用顧客への重ね売りを行うことも検討しております。

LoGoチャットの導入率増加率が鈍化しているように見えますが、かなり浸透したと考えてよろ LoGoチャットは好調で自治体職員の3人に1人に利用いただくまでになりましたので、自治体マー
しいでしょうか。

ふるさとチョイスのテイクレートの引き上げは喫緊の課題かと思います。具体的スケジュール
と増益額の計画を教えてください。

ケットの実質的なデファクトはほぼ取れたと認識しております。

2023年4月から計画しております。増益額については現時点では非開示とさせて頂きます。

ふるさとの納税のテイクレートを引き上げた場合のインパクトは既に中期計画に織り込まれて 計画に織り込んでいます。どれくらい上積みが見込まれるか見極めた上で、中計の修正を検討いた
いるでしょうか。

します。

ふるさとチョイスとのOEM連携について、連携先とレベニューシェアを行うのでしょうか。ま パートナーと一定のレベニューシェアを行います。GMVの増加額は、数百億円前半程度を想定し
た、今回のOEM連携によりGMVはどの程度増加するとお考えでしょうか。

ております。
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33 事業（パブリテック）

34 事業（パブリテック）

Question
地方自治体と持続可能でwin-winな関係性を堅持してもらいたいので、ふるさと納税のテイク
レート引き上げについては、ペンディングも視野に入れて頂けないでしょうか。

決算説明資料23ページ「決済手段の拡充は決済時離脱の抑止に効果」の意味を教えてくださ
い。

35 事業（パブリテック） チョイスPayはどのようなサービスか教えてください。

Answer

両者でwin-winの関係になれるようなメリットを慎重に検討していきたいと思います。

決済ページから利用者が離脱することを防止するということです。

PayPayのような仕組みで、付与されたポイントを店舗で使用できるといったものになります。本
年9月のリリースに向け準備を進めております。

36 事業（パブリテック） ふるさとチョイスのアプリデザインはいつ改修されますか。

2023年度中のリリースを予定しております。

37 事業（パブリテック） ガバメイツの愛媛県案件の売上は、第1四半期決算に計上されておりますか。

まだ加算されておりません。

38 事業（パブリテック） 愛媛県案件の完遂時期はいつ頃でしょうか？

39 事業（パブリテック）

40 事業（パブリテック）

決算説明資料10ページ記載の愛媛県「マイナンバー27手続き」は、他の都道府県からの引き合
いは既にきていますか。

愛媛県における成功事例を全国に横展開していく見通しと今後の意気込みをお聞かせくださ
い。

来年3月には完遂する予定ですが、途中段階でも横展開できるモデルは愛媛県PJと並行して全国展
開していく計画です。

具体名は申し上げられませんが、2～3県から引き合いを頂いております。

「愛媛県 市町業務標準化モデル構築事業」は、国からも注目されており、非常に良いスタートを
きることができたと思います。今期中に事業モデルを確立した上で、来期から本格的な全国展開を
開始する計画です。

1県につき、いくら稼ぐというような受託型ではなくサービス型ビジネス（成功報酬制や利用実績
41 事業（パブリテック） 愛媛県モデルが完成した際、1県でどのくらいの営業利益を見込んでいますか。

に応じた課金制など）への転換を図りたいと思っています。個別案件の利益については開示を控え
させていただきます。
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Question

42 事業（パブリテック） エネルギー事業の進捗を教えてください。

43 事業（パブリテック） 公共DX領域における今後検討しているプロダクト・サービスがあれば教えてください。

44 事業（パブリテック） 貴社の顧客基盤の定義を教えてください。

45

IR

Answer

計画通り進捗しております。環境省と一緒に地方自治体の脱炭素を推進すべく、地方に発電所を
作っていくための準備を進めているところです。次回の説明会で状況を説明できればと思います。

セキュリティビジネスが重要になっていくとみており、今仕込んでいる段階です。

「顧客」は「契約を有するお客様」と定義しております。自治体の中でも特に情報通信系の部署が
中心になります。

市場におけるチェンジの認知度はまだまだ低いと感じています。会社として認知度を上げる取 会社の認知が低いことには課題感をもっております。特に株式市場、採用市場において会社の認知
り組みは検討されているでしょうか。

度やブランドイメージをあげていきたいと考えております

開示されている範囲ではGIC（シンガポール政府投資公社）がおります。今でも保有し保有量も以
46

IR

チェンジの株価が3,000円台だった時に投資した海外機関投資家は、今現在も保有されてます

前より増加しております。

か？また、投資家の分類を投資比率で教えてください。

投資家の分類では、海外：15％、創業メンバーとSBI：40％、残りが個人投資家の皆様といった構
成です。

47

IR

48

株主還元

49

株主還元

50

株価

KPI設定の検討状況を教えてください。

KPIの設定・開示は、株主とのコミュニケーションとの重要な基盤と認識しており、現在整備を進
めているところです。

株主還元の改革について進捗状況を教えてください。もし長期保有を促すのであれば長期保有 先般の定時株主総会でも申し上げた通り、配当を重視した株主還元を行う方向で検討を進めており
者が優遇される優待制度を導入した方がよいと思いますがいかがでしょうか。

自社株買いなどの株価対策は行いませんか。

2025年3月に向けて、今の株価は不当に安く評価されているという認識でしょうか？

ます。

現時点では自社株買いは予定しておりませんが、株価対策は地道にやっていきたいと考えておりま
す。

もちろん、その認識です。2025年3月期の業績予想、また2～3年後の業績予想と今の株価を加味す
ると低いと考えております。

株式会社チェンジ 2023年3月期第１四半期決算説明会(個人投資家向け)
No.

分類

Question

Answer
現状の株価について具体的な言及は避けますが、将来の業績目標から現在の株価をみると割安であ
ると思います。前回の中期計画DJ1の際、計画1年目は目標値を下回ったものの、2年目、3年目に

51

株価

現状の株価と今後の株価対策についてコメントをお願いします。

は目標まで達成するに至りました。当時も今と同じように中期計画3年目の目標値からみて割安と
思っていたと記憶しております。
しっかり業績を上げることと個人投資家の皆様とのコミュニケーションを大事にしながら、事業を
進めていきたいと考えております。

エネルギー事業やロボット事業は半導体不足の影響を受けますが、現状のコアビジネスであるIT事
52

その他

昨今の半導体不足や戦争といった政情不安は事業計画上どのような影響がありますか。

業については、成長速度が若干落ちる可能性はあるものの、事業基盤自体は揺るがないものと考え
ております。とはいえ、高い成長を維持していくためにもIT事業のみに偏るのではなく、リスクを
とりつつ複数の事業をバランスよく展開してきたいと考えております。

53

その他

54

その他

55

その他

内閣改造によりデジタル大臣が交代したことはチェンジの事業にとってどのような影響がある 河野大臣とは定期的に意見交換を行っておりまして、同氏の大臣就任は、当社の事業環境としても
と考えていますか？

資本コストはいくら程度と見積っていますか？

スポットコンサルのような一過性の収益源に人的リソースを振れないことが経営上のリスクで
しょうか？その場合、人材確保が重要と考えますが見通しはいかがでしょう？

追い風だと思います。

概ね13％程度です（数か月前に算出）。資本コストを上回る利益を出していくことを常に意識し
て経営を行っております。

今回、スポットコンサルにリソースを割かないようと意思決定しましたが、この先スポットコンサ
ルへの人員増加が必要になるタイミングがくるかもしれません。その際はM&Aを含めた方法で人
材確保を行う方針です。

私（福留）が対外的なコミュニケーションの役割を全面的に担っているため、他の役員が目立たな
56

その他

福留社長以外ボードメンバーについてコメントをお願いいたします。

いですが、当社の経営メンバーは優秀な人材が揃っております。取締役会でも多種多様な意見が出
ており、適切な意思決定ができていると認識しております。

