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██仮想通貨分野への取り組みを加速化、
█

今後も M&A を交えた事業拡大に注力

カイカ <2315> は、金融業界向けを主力とした情報サービス事業、仮想通貨関連事業を二本柱として展開する。
2015 年 6 月にフィスコ <3807> の子会社であるネクスグループ <6634> が資本参加。現在はネクスグループ
の連結子会社からは外れているが、引き続きフィスコグループの一角としてシナジー効果を生み出している。
同社は、ブロックチェーン技術を適用した仮想通貨ビジネスへの取り組みを加速させている。仮想通貨を取り巻
く顧客・市場・環境は目まぐるしく変化しており、こうした変化に即応する経営判断・事業展開を実現すべく、
より機動的な事業運営体制を有する専門企業として、2017 年 11 月、全額出資による子会社 ( 株 )CCCT を設
立した。CCCT では、仮想通貨に関するシステムの研究、開発に加え、仮想通貨の投融資、運用を行っていく。
また、2018 年 2 月には、カバードワラントを始めとする様々な金融商品を提供している e ワラント証券 ( 株 )
グループ 3 社を買収した。今後、デジタルトークンを用いた金融サービス構築のための重要なプラットフォー
ムになることを期待している。なお、2017 年 11 月にはレオス・キャピタルワークス ( 株 ) が運用するひふみ
投信 <9C31108A> を割当先に第三者割当増資を実施、調達資金は主に M&A を用途としており、今後も同分野
における積極的な M&A 展開が想定される。
2018 年 10 月期第１四半期は売上高が 1,555 百万円で前年同期比 32.5% 増、営業損益は 253 百万円の赤字で
同 285 百万円の損益悪化、経常利益は 673 百万円で同 25.9 倍、親会社株主に帰属する四半期純利益は 729 百
万円で同 26.0 倍となった。大手 SIer 向け開発案件が堅調であったほか、( 株 ) 東京テック、( 株 ) ネクス・ソリュー
ションズの子会社化も寄与した。仮想通貨プラットフォームのシステム先行投資で営業赤字となったが、営業外
収益で仮想通貨売却益 915 百万円、特別利益で仮想通貨評価益 183 百万円を計上し、経常利益、親会社株主に
帰属する四半期純利益は大幅増益となった。
2018 年 10 月期通期業績は、売上高が 8,762 百万円で前期比 65.3% 増、営業利益が 1,040 百万円で同 251.4% 増、
経常利益が 1,257 百万円で同 72.7% 増、親会社株主に帰属する当期純利益が 1,080 百万円で同 63.4% 増の見
通し。仮想通貨売買損益は第 2 四半期以降、売上高区分に計上予定であり、本業ベースでの大幅な拡大が見込
まれる。また、仮想通貨システムの貸与、ASP サービスの収益化なども期待される。なお、現在の中期経営計
画最終年度となる 2021 年 10 月期には、売上高 30,000 百万円、営業利益 4,200 百万円を数値目標としている。

当レポートは IR を目的に作成されました。
本資料のご利用については、必ず巻末の重要事項（ディスクレーマー）をお読みください。
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出所：決算短信よりフィスコ作成
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内容及び情報の正確性、完全性、適時性や、本レポートに記載された企業の発行する有価証券の価値を保
証または承認するものではありません。本レポートは目的のいかんを問わず、投資者の判断と責任におい
て使用されるようお願い致します。本レポートを使用した結果について、フィスコはいかなる責任を負う
ものではありません。また、本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行
動を勧誘するものではありません。
本レポートは、対象となる企業の依頼に基づき、企業との電話取材等を通じて当該企業より情報提供を受
けていますが、本レポートに含まれる仮説や結論その他全ての内容はフィスコの分析によるものです。本
レポートに記載された内容は、資料作成時点におけるものであり、予告なく変更する場合があります。
本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、事前にフィスコへの書面による承諾
を得ることなく本資料およびその複製物に修正 ･ 加工することは堅く禁じられています。また、本資料お
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投資対象および銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう
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