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No. 分類 Question Answer

1 決算・業績見通し

2023年3月期営業利益目標70億円の達成は、射程圏内にあるか教えてください。

また、新たなМ＆Aに期待を寄せていますが、交渉中の企業規模や進捗状況など答えられる範

囲で教えてください。 

通期目標の達成を目指して鋭意努力しているところです。ただし短期の業績達成よりも来年

度、再来年度と中長期的に営業利益の水準を切り上げていくことが重要と考えています。

M&Aについては常に複数案件の検討を行っておりますが、案件の性質上、交渉の完了を以て

の報告になる点ご容赦ください。2025年3月期の営業利益をM&Aによりかさ上げすることが

目標であり、来年度が勝負の年であると認識しております。

2 決算・業績見通し

来年度の四半期毎の利益についてイメージで構わないのですが、今年度のように上期は投資

期間で下期に回収となるのか、それとも今年度よりも利益は平準化されるのか教えてくださ

い。

今年度は、上期に投資が重なったことで利益を出すことができませんでしたが、来年度につ

いては、上期から利益が出せるようにしたいと考えております。今は自治体向けビジネスを

強化している関係から下期に利益が偏る傾向にありますが、これから地銀など民需を伸ばし

ていきますので、それによって四半期ごとの業績が平準化していくものと思います。

3 決算・業績見通し DFA Roboticsは月々どのくらいの利益貢献になるのでしょうか。

同社はこれまで二桁億円の利益を出した実績はあるものの、まだビジネスモデルがしっかり

確立されているとは言い難いです。これを仕組化して毎期コンスタントに利益をあげられる

体質に変えていきたいと考えております。

4 経営計画

第1四半期の決算説明会資料で、ロゴスウェア、DFA Roboticsの買収により2025年3月期の営

業利益におけるM&Aによる積み上げ分50億円のうち40～50%が完了したとの説明がありまし

たが、その時点から変化はありますか。

ロゴスウェア、DFA Roboticsの2社で50億円分のうち20～25億円程度達成できる見込みで

す。まだ半分程度の進捗ですのでまだまだ積み上げていかなければいけない認識です。

5 経営計画
チェンジの中期計画で最も困難なのは売上高や利益よりも、目標従業員数を2,500人としてい

ることかと思いますが、達成の可能性について教えてください。

目標従業員数を2,500人と置いたことは極めて難しい目標であると認識しています。それには

従業員1,000人規模の会社を買収する必要がありますが、そうした会社は一定の事業規模があ

り、極めてチャレンジングな取り組みであると考えます。しかしながら従業員2,500人を達成

しなければ次の成長が難しくなりますので、こうした目標は念頭に置きつつ事業を行ってま

いります。

6 経営計画 何年単位で事業計画を策定しているか教えてください。
現在進行中の中期経営計画であるDJ2は2025年3月期までの3か年となっており、3か年ごとに

事業計画を策定しています。
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7 事業（NEW-IT）
地銀DXの面では千葉銀行と連携して進められているものと思います。他の地銀への展開の話

はありますか。

他の地方銀行へのアプローチは既に行っております。本日も地方銀行協会で各地銀の頭取の

方々に地銀DXのプレゼンテーションを行ってまいりました。来年度から大きく事業展開でき

るものと考えております。

8 事業（NEW-IT）

ディジタルグロースアカデミアの「みんなで」の利用者数が1万名を超えたとの事ですが、あ

らゆる業態で数千万人を対象に導入が進められていると思います。更なる利用者数を増やす

施策はあるでしょうか、また同業他社との差別化はどのように考えていますか。

利用者拡大に向けては、マーケティング、営業、プロモーションの強化を図ってまいりま

す。また、SBIを中心としたパートナー企業との連携や三井住友銀行とともに同行の融資先に

販売していくなどの展開を考えています。データ解析に基づくプラットフォームとしての使

いやすさの向上やコンテンツの充実などが強みであり、差別化できる要素だと考えていま

す。

9 事業（NEW-IT） 「みんなデ」を我が社で導入しようと考えてます。導入企業は中小企業もありますか。 中小企業での採用実績もあり、中小企業の皆様にこそ導入いただきたいと思っています。

10 事業（パブリテック）

決算説明会資料内におけるテイクレートの向上に関して、「次年度契約改定に向けた活動は

順調に推移」との記載ありますが、具体的にもう少し詳しくご説明いただけないでしょう

か。

手数料率の改定を自治体に理解いただき改定する活動をしっかり進捗させていき、中途解約

される自治体をできるだけ少なくすることは成功しています。業績は、来年度に見えてくる

と思います。

11 事業（パブリテック）

ふるさとチョイスの再成長が確実視されているという説明の一方、厳しい競争にさらされて

いるという説明もあり少し混乱しました。再成長というのはテイクレートの話だけでしょう

か、他にも手ごたえを感じているという事でしょうか。

他社とのアライアンス、Tふるさと納税のサービス構築、パートナー企業と連携して顧客拡大

を図る、デジタルだけでなくリアル店舗でも利用できるサービスの導入などがかなり好調で

あり、今後も成長していくものと期待しております。

12 事業（パブリテック）
ふるさとチョイスが復調したとのことですが、シェア率の低下が止まったという認識でよろ

しいでしょうか。

豊富な資金力と顧客基盤を持っている競合がポイント還元を行うことで顧客がとられてきま

したが、これらの顧客基盤に入っていない顧客に対し、差別化された施策を提供することで

一定の顧客基盤を確保することができるようになり、当社のシェアの低下はおさまり安定し

ている状況です。
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13 事業（パブリテック）
LoGoチャット、LoGoフォームの月次売上高を公表可能なら教えてください。

DFA Roboticsの第3四半期単独での業績開示は可能でしょうか。

LoGoチャット、LoGoフォーム両方でARR10億円程度になります。

DFA Roboticsの業績に関しては現状非開示とさせていただきます。

14 事業（パブリテック）

LoGoチャット、LoGoフォームのサービスが順調に広がっていることから、非常に喜ばれて

いるサービスだと思われます。そうであれば、無償でおためしをする自治体数がもっと多く

てもよい気がするのですが、これはサポートの手間を加味して意図的に抑えているのでしょ

うか。

マーケティング活動不足などの要因もあり、リーチできてない自治体があります。もっと多

くの自治体にコンタクトが取れるよう努めてまいります。

15 事業（パブリテック） 学校の教員向けにLoGoチャット導入の可能性はありますか。

文教向けビジネスは非常に難しくまだ参入できておりませんが、LoGoチャットを学校教員向

けのコミュニケーションツールとして活用する可能性はあると思います。簡単に参入できる

市場ではないのでチャンスをうかがっているところです。

16 事業（パブリテック）

石川県庁との取引が堅調なようですが、他の市町村からの引き合いは、どのくらいあるか教

えてください。また、自治体との取引をする行う場合、時間的にどのくらいかかるものか教

えてください。

現状1,200自治体との取引があり、数百の自治体から引き合いを頂いております。県庁レベル

と取引を開始する場合、検討から予算化まで約1年～1.5年程度はかかります。例えば今から

サービスを導入する場合、早くて2024年4月、遅いと2025年4月からの利用開始となります。

17 事業（パブリテック）

ガバメイツにおける愛媛県の成果を横展開し、加速させていくには、りらいあコミュニケー

ションズとの連携だけでは足りないかもしれないかもしれません。M&Aによる上流エンジニ

ア獲得には不可欠かと考えますがいかがでしょうか。

ご指摘の通り、上流エンジニアの獲得が不可欠です。昔ながらのSIerであっても当社がアップ

デートすることで上流のエンジニアへと磨き込むことができますので、そうしたSIerをM&A

の対象として検討しておりますし、当社の取り組みはSIer業界からも歓迎されるのではないか

と思います。

18 事業（パブリテック）

阿久根市の発電事業が先日稼働したとの情報を確認しましたが、本第4四半期（2023年1-3

月）から収益計上されるということでしょうか。

またホープとの協業でこの種の電力事業が増えてくるものと期待しています。

現時点でどの程度の物件が動いているのでしょうか、今年度新規物件はあるのか教えてくだ

さい。

当該案件の収益は第4四半期から計上される予定ですが、現在監査法人と協議を行っていると

ころです。

案件として北海道から沖縄まで広く進めているところです。来年度のいずれかのタイミング

でエネルギー事業の展開方針についてご説明できればと考えております。
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19 事業（パブリテック）

今回、下方修正ではないかと思ってましたが、ここまでの進捗には感動いたしました。ホー

プの件で電力事業の川上から川下まで流れを作れたように感じます。蓄電関係にも変化はあ

りますでしょうか。

蓄電池事業は太陽光発電という不安定電源を安定共有させるために極めて重要であり、今後

も積極的に取り組んでいきたいと思います。

20 事業（投資）

IPOアクセラレーションプログラムについて質問です。

決算説明資料の出資先にはBeAが含まれていないようですが、BeAは他のIPOアクセラレー

ションプログラムとは性格が異なるのでしょうか。

またIPOアクセラレーションプログラム以外の出資は今後も想定していますか。

IPOにむけた出資によるサポートは今後も継続していきます。BeAへの出資はトラストバンク

によるものなので本プログラムの対象外になります。業務提携など本業にシナジーのあるも

のであれば、IPOを目指さない会社への投資も今後行っていきます。

21 事業（投資） ホープ株は、投資の評価損益に反映されるのでしょうか。 持分法適用会社となり、営業投資有価証券に関する評価損益には計上されません。

22 M&A

ホープは債務超過で未だに上場廃止の可能性が否定されておらず心配しております。 

銀行からの与信もなく運転資金の調達が難しい状況の中、チェンジがホープの増資を引き受

けたことに個人的に疑問を持っています。 

今後ホープ株の売却益等で投資額以上の利益をチェンジにもたらすと考えた上での決断だと

思いますが、『シナジー効果』以外の説明を頂きたいです。 

また、一部では福留社長の保有するホープ株の株価防衛のため、資本業務提携を行ったとの

噂も聞かれますので明確な否定を是非お願いします。

ホープの債務超過の解消の目途はすでに立っており、上場廃止の可能性は後退しています。

同社の自治体に対する営業力は特筆すべきものがあり、社会になくてはならない会社だと思

い、私が社外取締役を引き受ける予定です。

私が保有しているホープ株についてですが、2021年5月の段階ではまだ当社として出資するに

はリスクが大きかったことから見送りましたが、世の中に必要な会社だと私は考え個人的な

支援として3億円を出資しました。現在の株価での資産価値は約8,000万円（含み損約2億

2,000万円）になっております。当社の出資を通じて、自分の含み損を解消する考えは毛頭な

く、いつでも同社の株式を売却する意思はありましたが、インサイダーの関係から塩漬けに

しています。とはいえ、客観的には保身に走っているように見えてしまうのは仕方がないこ

とだと思います。今回の資本業務提携は、私は特別利害関係人として当社の意思決定に参加

しておらず、私を除く取締役が今回の提携がチェンジにとって必要と判断して決定したもの

になります。これから本業で成果をお示ししたいと考えております。

23 M&A チェンジとしてホープに出資した理由を具体的に教えてください。

出資を決断した一番の要因は、ホープがエネルギー事業のリスクを切り離すことができ、財

務的なインパクトを最低限を留め、事業に専念できる体制になったことです。また、同社の

自治体向け営業・マーケティング力は極めて魅力的であり、当社の顧客である大企業からも

ホープと組んで自治体向けビジネスを展開したいという相談が私のところにきております。
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24 M&A ホープと自治体DX以外の分野で協業の可能性はあるのでしょうか。
ホープは営業力の極めて強い会社ですので、企業版ふるさと納税の顧客基盤拡大で協業した

いと考えております。

25 M&A
福留社長がホープの社外取締役に選任された暁には、同社の経営に一定程度、介入するもの

と思われますが、どのようなアクションをとっていく考えでしょうか。

社外取締役の役割は意思決定をチェックすることです。ホープの経営陣が適正な意思決定が

できるようにガイド、サポートしていきたいと思います。ホープの経営陣と協調して、一緒

になってホープを盛り上げていき、自治体向け市場を活性化させたいと考えています。

26 M&A
回転寿司店等における一連の迷惑行為により外食の安全性が問われていますが、自動配膳ロ

ボットでは同じようなリスクは出ないと考えていればよいでしょうか。
配膳ロボットが食の安全を担保するような運用の仕方を考えることが必要だと思います。

27 M&A スパイダープラスとの連携の進捗状況を教えてください。 どこの自治体で営繕業務のソリューションを提供するか見極めている状況です。

28 M&A 多数の人材を抱える伝統的な会社へのM&Aの進捗はいかがでしょうか。 M&Aについては継続的に検討を進めているところです。

29 M&A
以前増資した際、160億円を調達して80億円程度をM＆A費用に充てる予定とのことでした

が、変更はないでしょうか。

以前から変更はありません。三井住友銀行からM&Aファシリティ契約で約195億円の融資枠

を確保しております。
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30 M&A
トラストバンクのM&A以降、資金という「血」がどんどん流れているように感じます。次の

血管を作って欲しいのですが、現状M&Aを行うための資金はどの程度あるでしょうか。

フリーキャッシュフロー、現預金、融資枠等を含めると、動かせる資金としては300億円程度

ございます。

31 M&A

M&Aの発表が続き、福留社長のおっしゃるように今後の成長加速に期待しています。

その反面で、本社費の更なる負担増と人手が取られること、のれんの償却が心配になりま

す。そのことで大きく下方修正となるようなリスクはありますか。

本社費の増加はコストとしてかなり膨らんでいる認識です。投資フェーズにおいて下方修正

のリスクはつきものですが、何とかコストは抑えながら次の業績を作るためのM&Aは継続し

ていきたいと考えております。

32 M&A
出資会社とシナジーを起こすために福留社長が意識していること、大切にしていることはあ

りますか。

大切にしていることは、出資した会社のトップマネジメントとの信頼関係です。特に、出資

した会社の事業展開が厳しい時期にこそ、励まし、一緒になって事業を成功に導くことを大

事にしています。

33 持株会社化 持ち株会社化することのメリット・デメリットを教えてください。

メリットはコーポレート機能を集約できることで、M&Aを行った会社に管理機能を供給する

ことで経営基盤を強化し成長を加速させられることです。デメリットとしては、各事業会社

へのガバナンスが効かなくなる恐れや管理機能の共通化が図れずコストだけ積みあがる可能

性があることだと考えています。

34 株価

この1年株価は概ね上昇傾向にあり、一時2,500円を回復する場面もありましたが、この1年の

値動きや価格帯も含めて福留社長はどのように評価しているのでしょうか。会社の状況と株

価の変動との相関に関して手ごたえを感じるようなことはあったのでしょうか。

株価は安定しており、今の業績水準としては妥当なところと理解しています。一方で、来年

度の成長が織り込まれていないと思います。5月の本決算発表時に来年度の成長をお示しでき

ればと考えております。

35 株価 来年度末の福留社長の株価目標を教えてください。
具体的に言及できませんが、業績を上げることで株価を今より引き上げていきたいと考えて

おります。
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36 株主還元 株主優待の今後の方針を教えてください。 基本的には配当を充実させる方向にしていきたいと考えております。

37 IR
持株会社に移行するならば、なおのこと各セグメントのKPI設定による進捗フォローが重要と

思いますが、KPIを開示される考えはあるでしょうか。

KPIについてはできるだけ開示したいと思っておりますが、開示することで競合が当社の戦略

を把握することにつながるため、どこまでのKPIを開示できるか慎重に検討しているところで

す。

38 その他

合計特殊出生率の低下により人口の減少ペースは想定より速まっています。

御社の"Digitalize Japan"も、想定より速める必要があると思いますが、加速度的に事業を進

めるために必要なファクターは何だと考えますか。

人材減少のペースは、新型コロナ感染症拡大の影響で加速しており、想定以上の速さで人材

不足が前倒しでやってくるので、当社のビジネスも加速させる必要があると認識していま

す。事業を加速させるために必要なことは、圧倒的な成功事例を作ることだと思います。当

世、何をやろうとしてもリスクを恐れてネガティブな反応がでる、挑戦することに否定する

傾向が日本では蔓延しています。私のように挑戦する人間が実際にやってみて成功事例を積

み重ねることで悪しき横並び精神を変えていきたいと考えています。

39 その他
人材確保はうまくいってるでしょうか。また給与水準は国内インフレ率以上に上がっている

でしょうか。

人員確保については課題はありますが、最低限充足できていると認識しています。給与水準

の引き上げも行っています。

40 その他

福留社長、個人のビジネスマンとしてのスキルに興味があります。

福留社長の得意領域はどこになると自己分析されているでしょうか。

例えば、組織づくり、ゼロイチの事業開発、イチ100の成長、M&A、人事など

私が一番得意なものは、モノやサービスを売ること、いわゆる営業だと思いますが、上場し

てからは戦略策定及び作ったシナリオを実現していくことだと思います。


