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会社概要

設立

代表取締役

連結売上高

連結営業利益

連結従業員数

1997年6月11日

社長 服部博行

23億45百万円（2022年8月度）

2億36百万円（2022年8月度）

201名（2022年8月度）

会社名 株式会社ヴィッツ

子会社 (株) アトリエ、 (株) ヴィッツ沖縄、(株) イマジナリー、(株) スクデット・ソフトウェア

主要取引先 トヨタ自動車(株) 、レーザーテック(株)、アイシングループ、オークマ(株) 、パナソニックグループ
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本社所在地 名古屋市中区栄 3-3-21 セントライズ栄 6F

事業内容

・制御ソフトウェアエンジニアリングサービス
・自動運転/先進安全向けシミュレーション技術による開発支援
・組込セキュリティサービス

名古屋、札幌、大阪、東京、長野、沖縄事業拠点

資本金 6億11百万円（2022年８月末時点）



アジェンダ

1

2

2022年8月期 業績報告

2023年8月期 業績見通し
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2022年8月期 決算概要

【売上高】

半導体関連の組込みソフトウェア開
発の受注増及び工作機械向けセキュ
リティ対応コンサル/開発の受注増
等によりソフトウェア開発事業がけ
ん引し、増収となりました。

通期予想に対しては、おおむね計画
通りに推移しました。

【売上総利益】 【営業利益】

2,345 百万円

前年同期比
通期予想比

107％
97％

売上増収、高付加価値プロジェクト
へのシフト、瑕疵・不採算の未然防
止対策、及び顧客要望による派遣・
準委任契約の比率増により収益力向
上し、売上総利益が増加しました。
また売上総利益率は35.0％
→37.8％に向上しました。

887 百万円

前年同期比 115％

売上高の増収があったものの、サー
ビスビジネスの成長等に向けた積極
的な研究開発の実施、本社移転関連
コストの発生、人材確保に向けた採
用関連コストの増加、スクデット社
に係る株式取得関連費用やのれん償
却費の発生等により、減益となりま
した。

236 百万円

前年同期比
通期予想比

85％
83％
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2022年8月期 連結業績（前年同期比）

単位：百万円 2021年8月期
（累計期間）

2022年8月期
（累計期間）

前年同期比

増減額 増減率

売 上 高 2,198 2,345 146 6.7%

売上原価 1,428 1,458 29 2.1%

売上総利益 770 887 117 15.2%

売上総利益率 35.0% 37.8% ― ―

販売費及び一般管理費 493 650 157 31.9%

うち、研究開発費 57 96 39 68.7%

うち、採用教育費 11 24 12 104.1%

うち、支払報酬料 20 57 37 182.4%

営 業 利 益 276 236 △40 △14.6%

営 業 利 益 率 12.6％ 10.1％ ― ―

経 常 利 益 294 265 △28 △9.8%

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 206 175 △30 △14.7%

半導体関連の組込みソフトウェア開発の受注
増及び工作機械向けセキュリティ対応コンサ
ル/開発の受注増によりソフトウェア開発事
業がけん引し、増収となりました。

売上の増収、高付加価値プロジェクトの比率
増により利益率が向上し、売上総利益が増加
しました。

サービスビジネスの成長等に向けた積極的な
研究開発の実施、人材確保に向けた採用関連
コストの増加、スクデット社に係る株式取得
関連費用やのれん償却費の発生等により、営
業利益が減少しました。
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2022年8月期 連結業績
（通期予想に対する達成率）

単位：百万円 2022年8月期
通期 業績予想

2022年8月期
通期実績

達成率

売 上 高 2,430 2,345 96.5％

営 業 利 益 285 236 83.0％

営 業 利 益 率 11.7％ 10.1％ ―

経 常 利 益 300 265 88.4％

経 常 利 益 率 12.3％ 11.3％ ―

親会社株主に帰属する
当期（四半期）純利益 207 175 84.9％

新たに事業を開始したサービスデザイン事業の進
捗が当初予想と比べて芳しくありませんでしたが、
半導体関連のソフトウェア開発、セキュリティ関
係のコンサルテーション及びサービス提供が好調
に推移したこと、スクデット社を連結子会社化し
た影響もあり、概ね計画通りに進捗いたしました。

高付加価値プロジェクトの増加等により売上総利
益率は増加しましたが、本社移転、スクデット社
の連結子会社化に伴う外部報酬等の影響により、
当初予想と比べて減益となりました。

研究開発の補助金等の営業外収入があったものの、
営業利益減少の影響により、当初予想と比べて減
益となりました。



当連結会計年度より、報告セグメントの変更をしております。
ソフトウェア開発事業は半導体関連・セキュリティコンサルティング等が計画通り好調であり、
また、主軸の自動車は堅調に進み概ね計画どおりでした。
一方、サービスデザイン事業は期初に計画していたWARXSSの拡販が計画通り進捗しませんでした。
WARXSSが優位性を発揮するMaaS事業者へのサービスがコロナ禍により縮小したためです。

単位：百万円

2022年8月期 連結売上高 (セグメント別）

セグメント 2022/8期
通期実績 構成比

対予想比
達成率

ソ フ ト ウ ェ ア
開 発 事 業 2,254 96.1% 99.9％

サ ー ビ ス
デ ザ イ ン 事 業 39 1.7% 28.3％

そ の 他 51 2.2% 146.9％

合 計 2,345 100.0% 96.5％

2022/8期
通期予想 構成比

2,255 92.8%

140 5.8％

35 1.4%

2,430 100.0%
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2022年8月期 連結貸借対照表

単位：百万円 2021年8月期 2022年8月期
前期末比

増減額 増減率

流 動 資 産 2,356 2,389 33 1.4%

固 定 資 産 295 466 170 57.9%

流 動 負 債 290 315 24 8.3%

固 定 負 債 236 244 7 3.1%

純 資 産 2,123 2,295 172 8.1%

総 資 産 2,651 2,855 204 7.7%

現金及び預金 2,046 2,058 12 0.6%

自己資本比率 79.2％ 79.5% 0.3pt ―

売上債権の増加（+35百万円）
2021年8月期末：166百万円
2022年8月期末：202百万円
主な要因：収益認識基準の適用による増加

利益剰余金の増加（+161百万円）
2021年8月期末：951百万円
2022年8月期末：1,112百万円
主な要因：当連結会計年度の利益による増加

のれんの増加（+96百万円）
主な要因：スクデット社取得による増加
その他無形固定資産の増加（+18百万円）
2021年8月期末：8百万円
2022年8月期末：26百万円
主な要因：基幹システムへの設備投資
（継続中）に伴う増加



売上実績比較（2021年ー2022年）技術分野
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単位:百万円

シミュレーター関連のうち、
HILS SILSと呼ばれるモデル開発の減少

半導体不足やAI及びエッジ向け半導
体工場の活況な設備投資等を背景と
した、半導体関連のソフトウェア開
発の受注増によるもの増加

2021年8月期 2022年8月期

5.1％



売上実績比較（2021年ー2022年）産業分野

9

単位:百万円

日本全体で、家電関係の開発が海外に
移行されている状況であり、減少傾向

半導体及び工作機械のセキュリティ
対応により増加

半導体関係での受注増により、家電
関係の減少をカバーできており、当
社グループ全体における売上高とし
ては増収

単位:百万円
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2022年8月期 連結売上高／売上総利益
不採算リスクのある業務のリスク分
析と回避対応、コンサルテーション
や知財販売などの付加価値の高い事
業に注力すことにより売上総利益率
は上昇傾向

人的リソース確保の課題から、例年
と同程度の売上高となっております
が、売上総利益率を向上させる施策
により、売上総利益は増加を維持

単位:百万円



営業利益推移
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単位:百万円

現在の収益構造上、技術者数に依存
して、売上や利益が変動します。
そのため、管理費の多くを占める研
究費投資と営業利益にも、一定の関
係がございます。
2021年8月期より、技術者数に依存
しない収益を実現するための投資を
行っており、それが実現できると、
研究に注力しても営業利益が確保で
きる体制となると考えています。

当連結会計年度は、サービスデザ
イン事業の成長等に向けた積極的
な研究開発の実施により、減益と
なりました。
現在開発中のサービスデザイン事
業の早期立ち上げが今後の当社グ
ループの成長の鍵となります。



販売費及び一般管理費実績比較（2021年－2022年）
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単位:百万円

うち一過性の費用40百万円
①スクデット社の買収関連費用21百万円
②本社移転関連費用18百万円

また、中長期を見据えた研究開発費の増加、
働き方改革や間接部門の増強などにより基
本的な販管費が増加



研究開発費内訳
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単位:百万円

当社の研究投資は大きく２つの分野に投資しております。
①ブロックチェーン関連
②仮想空間技術

ブロックチェーン技術を活用した新たなサービス（暗号資産関
連・個人情報保護、Web3等）、仮想空間シミュレーション
技術を活用したＤＸ支援の研究への投資が大半を占めてお
ります。



単位：百万円

2022年8月期 連結売上総利益及び営業利益 (セグメント別）

セグメント 2022/8期
売上総利益
営業利益

売上総利益率
営業利益率

対前年比
成長率

ソ フ ト ウ ェ ア
開 発 事 業

826 36.3% 113.2％

738 32.5％ 125.8％

サ ー ビ ス
デ ザ イ ン 事 業

1 2.5% ―

△34 ― ―

そ の 他
64 31.9% 139.3％

20 10.3％ 114.3％

合 計
887 37.8％ 115.2%

236 10.1％ 85.4%

（ご参考）
2021/8期
売上総利益
営業利益

売上総利益率
営業利益率

729 34.0％

587 27.3％

― ―

― ―

46 29.4％

18 11.6％

770 35.0％

276 12.6％

※各セグメントにつきましては、連結相殺消去仕訳考慮前の売上総利益、売上総利益率、営業利益及び営業利益率を算出しております。
※合計値は連結消去後の数値で表示しております。 14

ソフトウェア開発事業及びその他のセグメントは、人的リソース確保の課題はあるものの、効率化などを進めて増益基調を維持しています。
一方、サービスデザイン事業は当期は進捗が芳しくありませんでした。
サービスデザイン事業の早期立ち上げが、今後の当社の成長に鍵となっております。

単位：百万円



2022年8月期のトピック

ソフトウェア開発事業

サービスデザイン事業

新規ビジネス 個人情報を管理したい事業者が多く、導入は進んでいない

研究開発
仮想環境シミュレータ (WARXSS)、製造業DX(SF TWIN)、
MaaSエンターテインメント(SXiM)への積極投資

SXiMは関連特許2件を権利化した。実用化はコロナ禍解消が見えてから取り組む
競争的資金を2件獲得、AIとの共生、共存をメインテーマとした、
生活の質を向上させる基盤技術の研究を実施

サイバーセキュリティ法規関連ビジネス

半導体開発

車載開発

シミュレーション関連

コンサルティング、コンテンツの需要拡大

順調に拡大。中長期的に成長見込み

既存開発は順調、CASE対応の先行開発着手

顧客の変容があるものの、堅調に推移

SF TWIN

WARXSS

暗号資産ビジネス

協働ロボットメーカーとのコラボレーションの実施

自動運転利用MaaS向けアセスメントツールとして採用

NFT、コンテンツの販売プラットフォームを開発

15
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2022年8月期 業績報告

2023年8月期 業績見通し
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2023年8月期通期連結業績予想
【重点戦略】
①中長期的な成長、収益性向上のための積極的な研究投資
②人材の獲得及び流出防止のための給与水準の向上、リスキリング等による人材の育成及び開発
③販売力強化とブランディングのための広告宣伝活動強化
短期的な利益の追求ではなく中長期的な視点での企業価値向上に向けた積極的な活動及び投資を行ってまいります。

単位：百万円
2023/8期
（予想） 利益率

前期
増減額

前期
増減率

売 上 高 2,500 ー 154 6.6％

営 業 利 益 160 6.4％ △76 △32.4％

経 常 利 益 190 7.6％ △75 △28.4％

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益 125 5.0％ △50 △28.9％

（ご参考）
2022/8期
（実績）

利益率

2,345 ー

236 10.1％

265 11.3％

175 7.5％
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2023年8月期通期連結業績予想（セグメント別売上高）

当社が優位性を発揮する技術（自動車のCASE対応、仮想空間など）や
半導体関連の需要は活況のため、安定した成長を見込む

単位：百万円

セグメント
2023/8期

（予想）売上高
構成比

ソフトウェア開発事業 2,302 92.1％

サービスデザイン事業 125 5.0％

そ の 他 71 2.8％

合 計 2,500 100.0％

（ご参考）
2022/8期

（実績）売上高
構成比

2,254 96.1%

39 1.7%

51 2.2%

2,345 100.0%
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ソフトウェア開発事業

サービスデザイン事業
前年度に引き続き研究開発を積極実施するとともに、
製造業分野での売上拡大を見込む



競争的資金によるAI浸透技術の研究活動

令和4年度予算「成長型中小企業等研究開発支援事業」

機械の潜在能力を持続的に向上させる
共進化（Co-evolution）ガイドラインの研究開発

中小企業庁

「知の拠点あいち重点研究プロジェクトIV期」

IT・AI 技術を結集したスマートホスピタルの実現

AIとの共栄と共存
を実現する方法論
の確立

2024年：ガイドラインの先行提供
2025年：コンサル、開発支援事業
2030年までに年間5億円の売上

AIの品質を
保証し、生活の質を
向上させる総額1.5億円

※共進化ガイドライン：機械の潜在能力を持続的に向上させ、人のWell-being(満足度・生活の質)を向上させる仕組み

※

研究
期間 2022年−2024年

研究
内容

社会的
意義

事業化
目途

愛知県庁

専門領域向け
音声対話システム
の実現

2024年：音声対話システムの提供
2025年：医療分野外への技術提供
2030年までに年間3億円の売上

AIによる労働環境
の改善と情報精度
の向上総額1.5億円

研究
期間 2022年−2024年

研究
内容

社会的
意義

事業化
目途
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「協働ロボットとコラボレーション」
SF Twin™ for JAKA®

トピック

中国JAKA社の
協働ロボットに対応

新規開発

JAKA®はJAKA社の登録商標です

事業展開

2022年10月25日開幕の
名古屋ロボデックス展にて
一般公開、受注開始

製造業DXをコモディティ化する

デジタルツインソリューション「SF Twin™」

https://www.jaka.com/
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2023年 TISIWIT・SXIM・コンテンツサービスの見通し

コンテンツ事業

Web3を見据えた個人情報保護、高齢者の利便性、
低導入コストを訴求しつつ、事業者の個別要望に
対応した導入を目指す

コロナ禍でMaaS需要は伸びないと想定し開発凍結
しているエンターテインメントで差異化ビジネスが
できるように再考中

オンライン化を受けてセキュリティ、
コンサルティングのコンテンツの需要がある
来年度以降はTier1からTier2以降へ需要拡大を見込む
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配当金について

【利益配分に関する考え方】

①財務基盤の安定化
②安定的かつ継続的な配当
③内部留保による中長期的投資
（研究開発・事業拡大）
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当社は2018年11月1日付で普通株式1株につき1000株の割合、2019年９月１日付で普通株式１株につき2株の
割合で株式分割を行っており、2018年、2019年実績につきましては、当該分割に伴う影響を加味し遡及修正を行った
数値を記載しております。

2023年8月期
（予想）

1株当たり配当金 8.00円



本資料における注意事項

本資料に記載されている将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に
基づいて作成されたものであり、当社としてその実現を約束する趣旨のも
のではありません。実際の業績は、今後の事業運営や環境の変化等の状況
の変化により大幅に異なる可能性があります。

今後、新しい情報・事象の発生があった場合においても、
当社グループは、本資料に含まれる将来に関するいかなる情報について、
更新・改定を行う義務を負うものではありません。

また、本資料に含まれる当社グループ以外に関する情報は、
公開情報等から引用したものであり、当社グループは当該情報の正確性、
適正性等を保証するものではありません。
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株式会社ヴィッツ 会社説明資料
（東証スタンダード 4440）
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ヴィッツの概要

成長事業

3 SDGsへの取り組み



Creating Life of Your Dreams
半歩先の技術で人々の生活を豊かに

Purpose

最先端の技術を優しく誰にでも

▶︎ ソフトウェアをシンプルにわかりやすく
▶︎ モノからコトへ



会社概要

設立

代表取締役

連結売上高

連結営業利益

連結従業員数

1997年6月11日

社長 服部博行

23億45百万円（2022年8月度）

2億36百万円（2022年8月度）

201名（2022年8月度）

会社名 株式会社ヴィッツ

子会社 (株) アトリエ、 (株) ヴィッツ沖縄、(株) イマジナリー、(株) スクデット・ソフトウェア

主要取引先 トヨタ自動車(株) 、レーザーテック(株)、アイシングループ、オークマ(株) 、パナソニックグループ

本社所在地 名古屋市中区栄 3-3-21 セントライズ栄 6F

事業内容

・制御ソフトウェアエンジニアリングサービス
・自動運転/先進安全向けシミュレーション技術による開発支援
・組込セキュリティサービス

名古屋、札幌、大阪、東京、長野、沖縄事業拠点

資本金 6億11百万円（2022年８月末時点）



ヴィッツの価値創造モデル

eトピック

世の中のトレンドに先んじて研究開発、ノウハウ蓄積を行っている



ヴィッツの技術が使われている製品イメージ

世の中のトレンドに先んじて研究開発、ノウハウ蓄積を行っている



ヴィッツの歩み/売上高及び営業利益の推移



ヴィッツのビジネスモデル

研究開発 受託開発

コンサルテーション
/セキュリティ

サービス/コンテンツ



アジェンダ

1

2

ヴィッツの概要

成長事業

3 SDGsへの取り組み



ヴィッツの成長事業領域
- 3つのキーワード -

サービスビジネスで40億円

DX
Digital Transformation

Web3 Contents

Simulation

Digital Twin

シミュレーションの
プラットフォームに進化させる

TISIWIT

B2B向けサービス販路拡大
SXiMはコロナ禍見合い

Security + Safety
Documents & Video



安全安心な個人情報管理で目的を共有する新しい

エンターテインメント×モビリティのサービス創出

2022年以降 Afterコロナ エンターテインメント×モビリティ（市場規模 3兆円）へ本格参入

2025年には スポーツツーリズムは4.9兆円市場に成長するとみられている

イベント×モビリティ

3.7兆円
2020年

ファン×モビリティ

4.9兆円
2025年

IoTを駆使して多業種融合した
スポーツインフラへ

WITZの優位性

個人情報が安全安心に活用される新サービスの提供
「求められるエンターテイメントをそれぞれにサービスを提供」「個人情報の一方的な搾取を防ぎ、大切な情報を安全に活用」

コロナ禍が解消しない現在ツーリズムを推進することに躊躇しており、
関連技術の研究開発に留めている
当面はTISIWITでビジネスを進める



サービスデザインをDXで加速させる

シミュレーションツール「WARXSS®」の成長可能性

成長戦略 事業者からの多種多様な要望に応えるためにサブスクではなく
カスタマイズ需要に応えていく

既存顧客

自動車メーカー
自動車部品メーカー

自動運転シミュレーションを安価＆簡単にしていく

潜在顧客

MaaS事業者、保険金融業
引用元：https://jidounten-lab.com/u_market-2-autonomous
自動車保険算定：https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/syumoku/ctuevu0000004shr-att/2020_4.pdf
MaaS市場：https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2003/18/news062.html

市場のポテンシャル
2020年→2030年

国内自動車用
ソフトウェア市場 8,298億円

1兆3,140億円

自動車保険市場 5,202億円

2兆8,600億円

国内MaaS市場

2020年 2030年



製造業中小企業のDXをコモディティ化する

デジタルツインソリューション「SF Twin™」の成長可能性

ターゲット
製造業中小企業

WITZの優位性 ロボット制御に注力
事業者に最適な環境にカスタマイズしていく

（全国60万社のうち6万社）

将来的な
潜在顧客

農業法人、販売農家、食品加工業
（1万社） （100万戸） （4万戸）

製造業DX市場規模：https://ainow.ai/2020/11/25/248925/
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持続可能社会への貢献
持続可能な未来社会の実現

ＤＸ関連サービスを通じて、人々が住みや
すい持続可能な社会実現に貢献します。
《具体的な取組み：MaaS・個人情報保護
に向けての技術革新》

ＢＣＰ対策

自社システムの開発を通じ、自然災害やパ
ンデミックへの対策と社会への支援を提供
します。
《具体的な取組み：ＢＣＰ対策への支援提
供に向けた入退場管理システム「ＴＩＳＩ
ＷＩＴ」等の開発に取り組みます》

環境対策

環境に優しい社会を目指して、再生可能エネルギーの積極的
利用に取り組みます。
《具体的な取組み：オフィスでの再生可能エネルギー利用》

ダイバーシティの推進

多様な人財がいきいきと安心して働ける職
場環境づくりに取り組みます。
《具体的な取組み：育児・介護休暇制度の
活用推進、健康経営優良法人認定の取得》

人々が住みやすい持続可能な社会のためのサービス提供工場（モノ・人・ロボット）を仮想空間で再現 自動運転をシミュレーション


