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2事業領域 主要な事業会社

金融サービス

デジタル金融の世界を切り拓く

ITサービス

システム開発事業、暗号資産に関するシ
ステムの研究、開発販売及びコンサル
ティング事業

第一種金融商品取引事業、投資運用業

暗号資産交換所「Zaif」運営

暗号資産の投融資・運用



2022年10月期1Q連結決算サマリー 前年同四半期比

2021年10月期
1Q

2022年10月期
1Q 増減額

売上高 1,270 1,751 +481

営業損益 ▲129 ▲30 +99

経常損益 ▲179 ▲39 +140
親会社株主に帰属する

四半期純損益 ▲176 365 +541

（単位：百万円）
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売上高はＣＡＩＣＡテクノロジーズのシステム開発堅調、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による寄与、とりわけカイカキャピタルの
暗号資産投融資運用が好調。
利益面も前年同四半期比で大きく改善。



2022年10月期1Q連結決算サマリー (セグメント別）

IT
サービス

金融
サービス 調整額 連結

21/1Q 22/1Q 21/1Q 22/1Q 21/1Q 22/1Q 21/1Q 22/1Q

外部顧客への
売上高 1,204 1,155 66 596 ― ― 1,270 1,751

セグメント間の内部
売上高又は振替高 0 1 ― ― ▲0 ▲1 ― ―

売上高計 1,205 1,156 66 596 ▲0 ▲1 1,270 1,751

セグメント
利益

又は損失
66 101 ▲81 ▲32 ▲114 ▲99 ▲129 ▲30

システム開発は堅調。
とりわけ金融向けシステム
開発は新規大型案件受注、
一次請け比率も伸長。

黒字転換には至らずも、前
年同四半期比で大きく改善。
暗号資産の投融資・運用を
本格開始し好調。カイカ証
券低調、暗号資産交換所は
次世代システム投資増。

セグメント利益又は損失の
調整額はセグメント間取引
消去及び各報告セグメント
に配分していない全社費用
が含まれております。全社
費用の主なものは、当社
（持株会社）運用に係る費
用です。

（単位：百万円）
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2022年10月期1Q連結決算サマリー (セグメント別グラフ） 5

1,205百万円

▲32百万円

売上高

営業損益

21年10月期1Q

ITサービス

1,156百万円

金融サービス

66百万円

596百万円

21年10月期1Q

22年10月期1Q

▲81百万円

66百万円
101百万円

22年10月期1Q

22年10月期1Q21年10月期1Q

21年10月期1Q 22年10月期1Q



2022年10月期1Q連結決算サマリー 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の利用者暗号資産が増加し、前連
結会計年度比8.6％増、純資産額は前連結会計年度比5.2％増
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2022年
10月期1Q

（単位：百万円）

2021年
10月期期末

2022年
10月期1Q

11,986

11,396

5.2%増

2021年
10月期期末

116,387

107,218

8.6%増
【総資産】 【純資産】

【主な増加要因】
利用者暗号資産：8,320百万円



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 ＋1,126

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） 8

◆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
313百万円

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） 9

◆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

• 連結子会社化により事業規模
拡大

• 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

• 暗号資産マーケットのボラティ
リティは大きく投資運用の機会
拡大

• Zaif のYoutube公式チャンネル
を開始、広告宣伝強化しユー
ザー獲得に注力



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



カイカコインについて①

当社留保分
139,324,212.763405CICC（46.4%）
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時価総額：約33億円
１CICC：10.9101円
(2022年３月16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



カイカコインについて② 12



暗号資産交換所「Zaif」について① 13

日本初
2022年３月14日
取り扱い開始

コスプレトークン（COT）とは、株式会社キュアが運営する世界最大級のコスプレプラットフォー
ム「World Cosplay」内で使用できる暗号資産です。

日本初！暗号資産コスプレトークン（COT）の新規取扱い開始

今後も暗号資産の新規取扱を検討

子会社化したことで成長加速、商品ラインナップの拡充により顧客獲得、収益拡大



暗号資産交換所「Zaif」について② 14

子会社化したことで成長加速、商品ラインナップの拡充により顧客獲得、収益拡大

Zaifコイン積立サービスをリニューアル

2022年３月16日
スタート

新商品企画中

Zaifコイン積立サービスとは、日本円で設定した金額を毎月（1日）に自動引き落としし、暗号資
産を自動で購入できるサービスです。 お客様ご自身で設定した金額を日割りで分割し、毎日自動購
入するため、購入するタイミングを考える 必要がなく、初心者の方でも始めやすいのが特徴です。



暗号資産交換所「Zaif」について③ 15

子会社化したことで成長加速、商品ラインナップの拡充により顧客獲得、収益拡大

次世代システム 広告宣伝強化

2022年10月期4Qリリース
に向けて、順調に開発中

UI/UXの全面刷新

YouTube広告動画の
配信開始

継続的なキャンペーン企画

twitterマーケティングの強化
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