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2021年10月期期末決算サマリー 前期比

2020年10月期
期末

2021年10月期
期末 増減額

売上高 6,003 5,946 ▲57

営業損益 ▲679 ▲915 ▲236

経常損益 ▲903 ▲929 ▲26
親会社株主に帰属する

当期純損益 ▲557 ▲799 ▲242

（単位：百万円）
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当期はカイカエクスチェンジホールディングス、カイカエクスチェンジ、カイカキャピタルの６ヵ月
分（４～９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
営業損益、経常損益、赤字着地。２Qに13億の特益計上も、減損等の特損計上により当期純損益、赤
字着地。



2021年10月期期末決算サマリー (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/期末 21/期末 20/期末 21/期末 20/期末 21/期末 20/期末 21/期末 20/期末 21/期末

売上高
（外部顧客への） 5,035 4,821 125 1,125 842 ― ― ― 6,003 5,946

売上高
又は振替高

(セグメント間の内部)

22 2 ― ― 39 ― ▲61 ▲2 ― ―

売上高計 5,057 4,824 125 1,125 881 ― ▲61 ▲2 6,003 5,946

セグメント
利益

又は損失
82 313 ▲456 ▲704 ▲18 ― ▲287 ▲524 ▲679 ▲915

システム開発全般にお
いて堅調。金融機関向
けはとりわけ保険分野
の一次請けが伸長。暗
号資産関連システムは
「Zaif」向け受注拡大。

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
売低調。暗号資産投
融資が売上に寄与。

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）
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当連結会計年度より、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、前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度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月期期末決算サマリー 財務状況

カイカエクスチェンジホールディングス、カイカエクスチェンジ、カイカキャピタ
ル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849.1％増、純資産額は前連結会計年度比25.４％増
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2021年
10月期末

（単位：百万円）

2020年
10月期末

2021年
10月期末

11,396
9,239

25.4%増

2020年
10月期末

107,218

11,297

849.1%増

【総資産】 【純資産】

【主な増加要因】
利用者暗号資産：79,689百万円
預託金：14,284百万円



2022年10月期連結業績予想 2021年10月期業績比較

2021年10月期
期末

2022年10月期
期末 増減額

売上高 5,946 7,632 ＋1,686

営業損益 ▲915 211 ＋1,122

経常損益 ▲929 201 ＋1,130
親会社株主に帰属する

当期純損益 ▲799 472 ＋1,271

（単位：百万円）
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暗号資産事業を連結化したことによるカイカ証券とのシナジー強化
暗号資産事業がフル連結、暗号資産を原資産とした新たな金融商品の提供、暗号資産CFDの販売拡大
、暗号資産運用の本格化
システム開発事業は旺盛な顧客の投資意欲に対応し堅調に推移する見込み



2022年10月期セグメント別業績予想 (ITサービス） 6

◆ＣＡＩＣＡテクノロジーズ

• 大手SIer等の既存顧客からの
受注の継続、拡大

• システム開発事業を取り巻く
事業環境は好調

• 旺盛なIT投資意欲に対応
• 一次請け比率向上
• フィンテック関連（暗号資
産・ブロックチェーン）シス
テムの受注拡大

• 自社ソリューションの（NFT
プラットフォーム、セキュリ
ティソリューション）の販売
強化

21年10月期実績 22年10月期
予想

売上高
4,824百万円

営業利益
253百万円

営業利益
312百万円

売上高
5,395百万円



2022年10月期セグメント別業績予想 (金融サービス） 7

◆カイカ証券 ◆カイカエクスチェンジ ◆カイカキャピタル

21年10月期
実績

22年10月期
予想

営業利益
△704百万円

営業利益
384百万円

売上高
1,125百万円

売上高
2,853百万円

• コインベースのナスダック上場
や米国におけるビットコイン先
物ETFの実現など暗号資産市場は
引き続き拡大が期待

• 世界的な投資拡大が見込まれ、
Zaifを核とし、暗号資産新サービ
スの提供や暗号資産投融資運用
を本格化

• Zaif のYou Tube広告を開始、広
告宣伝強化しユーザー獲得に注
力



2021年10月期決算サマリー カイカコインについて

当社留保分
139,324,212.763405CICC（46.4%）※
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時価総額：約42億円
１CICC：13.9980円
(2021年12月17日17時00分現在 Zaif Orderbook trading)

※未使用（当社留保分）のカイカコインは簿外資産

名称：カイカコイン（CICC）

発行総数：300,000,000CICC

海外・FinexBox
・Hotbit
・Exrates

【取扱暗号資産交換所】
国内・Zaif

Zaif 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 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

・カイカコインの活用
・Zaifとカイカ証券の連携
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

旧商号 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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