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財務状況



2021年10月期３Ｑ決算サマリー 財務状況

Zaif Holdings、Zaif、Zaif Capitalの連結子会社化等に伴い、総資産額は主にZaif
の利用者暗号資産、預託金が増加し前連結会計年度比763.8％増、純資産額は前
連結会計年度比25.4％増
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2021年
10月期３Ｑ

（単位：百万円）

2020年
10月期末

2021年
10月期３Ｑ

11,589
9,239

25.4%増

2020年
10月期末

97,587

11,297

763.8%増

【総資産】 【純資産】

【主な増加要因】
利用者暗号資産：68,723百万円
預託金：15,847百万円



2021年10月期３Ｑ決算サマリー 2021年10月期３Ｑ業績前年同四半期比較

2020年10月期
３Ｑ

2021年10月期
３Ｑ 増減額

売上高 4,420 4,271 ▲149

営業損益 ▲604 ▲568 ＋36

経常損益 ▲680 ▲578 ＋102
親会社株主に帰属する

四半期純損益 ▲302 ▲120 ＋182

（単位：百万円）
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当3QよりZaifグループの３ヵ月分（４～６月)がP/Lに連結。前期のクシム株売却による連結除外影響
等により売上高微減。利益面はeワラント証券の売上高低迷やZaifグループの販管費取込、持分法投資
損失の計上、特別利益・特別損失を計上。赤字となるも前年同期比では損失額は縮小。



2021年10月期３Ｑ決算サマリー 2021年10月期３Ｑ業績(セグメント別）

IT
サービス

金融
サービス

HR
テクノロジー 調整額 連結

20/3Q 21/3Q 20/3Q 21/3Q 20/3Q 21/3Q 20/3Q 21/3Q 20/3Q 21/3Q

売上高
（外部顧客への） 3,487 3,602 90 669 842 ― ― ― 4,420 4,271

売上高
又は振替高

(セグメント間の内部)

68 3 ― ― 39 ― ▲108 ▲3 ― ―

売上高計 3,556 3,605 90 669 881 ― ▲108 ▲3 4,420 4,271

セグメント
利益

又は損失
▲36 242 ▲352 ▲381 ▲18 ― ▲196 ▲429 ▲604 ▲568

システム開発が引き続
き堅調であり、とりわ
け銀行・保険・証券な
どの金融機関向けの分
野の受注が増加。

暗号資産交換所にお
ける当該期間の取引
量の伸び悩み及びカ
バードワラントの販
売が伸び悩み低調。

今期はクシム連結除
外によりセグメント
廃止。

セグメント利益又は損失
の調整額は各報告セグメ
ントに配分していない全
社費用が含まれておりま
す。

（単位：百万円）

4

第１四半期連結会計期間より、業績管理区分を見直しており、それに伴い報告セグメントの見直しを行っております。従来「情報サービス事業」としていた報告セグメントの名称を「ITサービス事
業」、「金融商品取引事業」としていた報告セグメントの名称を「金融サービス事業」に変更するとともに、「暗号資産関連事業」を「ITサービス事業」と「金融サービス事業」へそれぞれ集約して
おります。なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第３四半期連結累計期間において用いた報告セグメントに基づき作成したものを開示しております。



2021年10月期３Ｑ決算サマリー ＣＡＩＣＡコインについて

当社留保分
139,366,441.763405CICC（46.5%）※
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時価総額：31億円
１CICC：10.6000円
(2021年９月13日17時00分現在 Zaif Exchange)

※未使用（当社留保分）のＣＡＩＣＡコインは簿外資産

名称：ＣＡＩＣＡコイン（CICC）

発行総数：300,000,000CICC

海外・FinexBox
・Hotbit
・Exrates
・Digifinex

【取扱暗号資産交換所】
国内・Zaif Exchange

Zaif Exchange Orderbook tradingのチャート



連結子会社化したZaifを中核とする暗号資産関連ビジネスを加速させる

・NFTプラットフォーム

■ UI・UX改善
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・暗号資産のレンディングサービス

・Zaif Exchange次世代システム移行

・広告宣伝強化
■ 処理性能向上 ・暗号資産CFDサービス

暗号資産関連ビジネスの今後の展開

・CAICAコインの活用
・Zaifとｅワラント証券の連携
による新商品開発力

顧客獲得の強化 新規サービスの販売強化

ＣＡＩＣＡグループの強み 新商品の投入
・新たな暗号資産の取扱い

・暗号資産レバレッジトラッカー

・新たな暗号資産建て金融商品の投入



【参考】 ＣＡＩＣＡ（カイカ）ブランドへの統一

2021年11月１日付で株式会社ＣＡＩＣＡから商号を変更
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株式会社ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ
グループ会社の商号変更一覧（2021年11月１日付）

新商号

現商号 新商号

（会社分割により新設） 株式会社カイカフィナンシャルホールディングス

eワラント証券株式会社 カイカ証券株式会社

株式会社Zaif Holdings 株式会社カイカエクスチェンジホールディングス

株式会社Zaif 株式会社カイカエクスチェンジ
（サービス名「Zaif」は継続して使用します）

株式会社Zaif Capital 株式会社カイカキャピタル
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