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1事業領域 主要な事業会社

デジタル金融サービス

Web3時代のデジタル金融を切り拓く

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

緊密に連携



2022年10月期２Q連結決算サマリー 前年同四半期比

2021年10月期
2Q

2022年10月期
2Q 増減額

売上高 2,675 3,661 +986

営業損益 ▲243 64 +307

経常損益 ▲237 59 +296
親会社株主に帰属する

四半期純利益 205 515 +310

（単位：百万円）
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営業利益、経常利益ともに黒字転換を達成
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。



2022年10月期2Q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

21/2Q 22/2Q 21/2Q 22/2Q 21/2Q 22/2Q 21/2Q 22/2Q

外部顧客への
売上高 2,484 2,378 191 1,283 ― ― 2,675 3,661

セグメント間の内部
売上高又は振替高 2 100 ― ― ▲2 ▲100 ― ―

売上高計 2,486 2,479 191 1,283 ▲2 ▲100 2,675 3,661

セグメント
利益

又は損失
190 278 ▲210 ▲27 ▲223 ▲186 ▲243 64

システム開発は堅調。
とりわけ金融向けシステム
開発は保険会社の売上拡大、
一次請け比率が伸長。

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
券サービス向上に取り組む
も低調、暗号資産交換所は
次世代システム開発、IEO
案件及び暗号資産CFD開始
に向けた投資増。

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2Q連結決算サマリー (セグメント別グラフ） 4

2,486百万円

▲27百万円

売上高

営業損益

21年10月期2Q

ITサービス

2,479百万円

金融サービス

191百万円

1,283百万円

21年10月期2Q

22年10月期2Q

▲210百万円

190百万円
278百万円

22年10月期2Q

22年10月期2Q21年10月期2Q

21年10月期2Q 22年10月期2Q



2022年10月期2Q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5.2％増、純資産額は前連結会計年度比6.9％増
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2022年
10月期2Q

（単位：百万円）

2021年
10月期期末

2022年
10月期2Q

12,179

11,396

6.9%増

2021年
10月期期末

112,837

107,218

5.2%増
【総資産】 【純資産】

【主な増加要因】
利用者暗号資産：＋6,826百万円
自己保有暗号資産：＋994百万円
預託金：▲1,724百万円



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） 7

◆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） 8

◆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



2021年４月13日公表の中期経営計画

2021年10月期 2022年10月期 2023年10月期

相殺消去等

営業利益
1,152 

5,320

5,178

10,092
売上高

▲406

5,332

5,942

1,000

11,758

営業利益
1,810 
売上高

▲516

5,090

2,151

6,940
売上高

営業利益
127

▲301
0

2021年４月13日付で策定した「ＣＡＩＣＡ中期経営計画」は今期２期目。新サービス提供開始の
遅れ等により予想数値を下回り推移しているが、2023年10月期（3年目）はZaifに経営資源を集
中し、計画目標値の必達を目指す。

単位：百万円

計画 実績

4,824

1,125

5,946
売上高

営業利益
△915

▲2

営業利益
211 

5,395

2,853

7,632
売上高

▲616

計画 2021年12月20日
公表予想値 計画
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ＩＴサービス

金融サービス

M&A



当社グループの今後の方針 10

当社グループの今後の方針



CAICA DIGITALグループ一体のデジタル金融戦略 11

顧客とWeb3時代の成長を享受し合うことが戦略の大きな柱です
既存金融市場（中央集権型） クリプト市場（非中央集権型）
市場：大きい 市場：小さい
成長力：低い 成長力：高い

パワーシフト
どこかの時点で大きく動く

堅実な投資家

第1種金融商品取引業

暗号資産トラッカー

暗号資産交換業,投融資

アーリアダプター
の投資家

■Zaif取引所コイン
カイカコイン［CICC］

■NFTマーケット＆DeFiコイン
フィスココイン［FSCC］

■Skeb Coin（予定）

Zaifならではのコインの取り扱い

技術支援

連携

市場の成長を分かち合う

パワーシフトを享受し合う

リスク･リターン：低い リスク･リターン：高い



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

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

・暗号資産トラッカー/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

マーケット状況に影響されにくい収益構造の構築
・独自コインの取扱による経済圏の構築（カイカコイン、Skeb Coin など）
・ストック型収益商品の拡充（コイン積立、自動売買ツール など）
・独自の金融商品の販売（暗号資産トラッカー など）



Zaif：IEO実施検討開始① 13

2022年6月10日付で当社子会社の株式会社カイカエクスチェンジは、株式会社スケブ及び株式会社ス
ケブベンチャーズとIEO実施検討に関する覚書を締結

提供する価値
• 既存SNS上でクリエイターへ投げ銭
が可能となる新サービスでの利用

• Zaif顧客４０万人の投資資金
• Skeb Coin発行とIEOの実施による資
金調達

お互いの経済圏を融合することで、新たな価値を創出

提供する価値
• ２０７万人の登録者数
• １０万人のクリエーター

ベネフィット
• 利用者へのSkeb Coinのエアド
ロップによる還元

• 利用者の利便性の向上（投げ銭
や決済）

• 開発資金の確保

ベネフィット
• 新規顧客の獲得
• Web3時代の生活口座に



Zaif：IEO実施検討開始② 14

Skebは、国内外から日本のクリエイターに対して、イラストや音声、映像等を有償でリクエストする
ことができる国内最大級のコミッションサービスであり、総登録者数が急増している注目のサービス

https://medium.com/skeb-jp/80m-87747b4ea141
出典：Medium、総リクエスト数80万件突破と手数料無料キャンペーン、統計情報公開のお知らせ

https://medium.com/skeb-jp/80m-87747b4ea141


Zaif：コイン積立の拡充 15

2022年6月15日から積立対象暗号資産を新たに５種類追加、長期ストック収益を拡大する

Zaifのコイン積立とは
• 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
• 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

ビットコイン（BTC）
ネム（XEM）

計７種類の暗号資産の積立が可能！

NEW
イーサリアム（ETH）
シンボル（XYM）
フィスココイン（FSCC）
カイカコイン（CICC）
ネクスコイン（NCXC）



Zaif：取扱暗号資産の拡充 16

既存取扱
暗号資産

暗号資産５種類の取扱予定発表（2022年6月1日付）
Skeb CoinのIEO実施検討覚書締結（2022年6月10日付）

Zaifは暗号資産取扱数 国内No1を目指します！

2022年10月までに取扱予定の暗号資産
・ポルカドット（DOT）
・イーサリアム クラシック（ETC）
・ライトコイン（LTC）
・ステラルーメン（XLM）
・リップル（XRP）

IEO



カイカ証券：暗号資産トラッカーを全面リニューアル① 17

シンプルでわかりやすいUIに刷新

最短3ステップの「かんたん注文」を追加



カイカ証券：暗号資産トラッカーを全面リニューアル② 18

① 現物取引とは異なる税制
※申告分離課税対象、税率20.315％

② 現物取引ではないのでハッキングリスクなし

暗号資産トラッカーの特徴

高レバレッジ型の「暗号資産レバレッジトラッカー」についても、リニューアル予定！
※2022年10月期 第4四半期頃を予定



カイカコイン（CICC）：ホワイトペーパー進捗 19

実施済み施策
• Webセミナー第一弾＆第二弾開催
• コイン積立にカイカコインを追加

2022年下期実施予定
• IEO優遇策
• カイカコインによるレンディング



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26億円
１CICC：8.8001円
(2022年６月15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
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