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Chapter 1

大崎電気グループの価値創造

大崎電気	本社1階エントランス

ごあいさつ   

当社は1916年の創業以来、電力の計測・制御を通じて、  
エネルギーの有効活用に貢献してきました。 

主力製品のスマートメーターで国内トップクラスのポジションを確立する一方、  
2012年に世界的なスマートメーターメーカーであるEDMI社を 
グループに迎え入れ、 グローバル展開を加速しています。2022年12月現在、 
大崎電気グループは、 日本、オセアニア、欧州、その他新興国など、 
100カ国以上の国と地域で事業を展開しています。 

大崎電気グループは、エネルギー関連のさまざまな社会課題を解決する、 
“Global Energy Solution Leader”となることをグループビジョンに掲げています。 
当社グループの計測・制御技術や世界に広がる事業ネットワークを集結し、 
国際社会の大きな課題である気候変動や脱炭素化に向けたソリューションを 
提供してまいります。 

今後とも、格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

大崎電気グループビジョン   

Global Energy Solution Leader
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History

創業以来100年以上にわたって時代が求める電力計測・制御技術を追求し、進化と成長を続けてきました。
これからも、多様なエネルギー・ソリューションに取り組み、さらなる事業の拡大と発展をめざしていきます。

1960年～1968年
電力会社との共同出資により、メーター製造会社を設立
◦◦1960年 九州電機製造（株）（現商号：九電テクノシステムズ（株））
◦◦1961年 中部精機（株）
◦◦1968年 東北計器工業（株）

1961年
電力会社向け機械式、電力量計でシェアトップに

1978年
デマンドコントロール装置を
商品化、販売開始

1970年

日本初
配電自動化
システムに
よるRC運転
開始

1937年1月
株式会社に組織変更

1941年4月
大崎工業（株）を吸収合併し、商号を大崎電気工業（株） 
と改称、計器用変成器をラインアップ化

1962年1月

東京証券取引所市場第二部上場

1980年10月

東京証券取引所市場
第一部上場

（指定替え）

2002年11月
エネルギー検針システムに強いアイトロン
データ・テック（株）を子会社とする（現商号：
大崎データテック（株））

2007年2月

M&A（国内）
（株）エネゲートを子会社化
関西圏の事業基盤強化

2012年2月

M&A（海外）
EDMI	Limitedを子会社化
海外売上比率：3%→約30％に急伸

2012年～
海外向けスマートメーター拡充

2017年
watch series提供開始

2018年
キーレスエントリーシステム

「OPELO（オペロ）」提供開始

2016年8月

創業100周年

2001年

業界初
分電盤内組み込
み用電力量計を
開発

2008年

日本初
スマートメーター導入

（共同開発プロジェクトに参画）

1982年
市販向けとして初めての
電子式電力量計を開発

1987年
高圧電子式電力量計を開発

2003年
デマンド・マネジメント・サービス提供開始

1916年8月

弘業製作所として東京都品川区東五反田にて創業

1932年

日本初
熱動過電流しゃ断器を生産、特許取得

1949年
当社第1号の 
電力量計開発

1956年
電磁式電流制限器を
開発

大
崎
電
気
グ
ル
ー
プ
拡
大
の
歴
史

製
品
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
変
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機械式電力量計
配電自動化システム 管理用半電子式電力量計

コンパクト電子式電力量計

スマートメーター（EDMI社）

スマートメーター
（大崎電気・エネゲート） 

スマートメーター
（大崎電気） 

OPELO高圧電子式電力量計
デマンドコントロール装置電流制限器

1952年10月、本社事務所を新設 1957年6月、本社社屋を鉄筋コンクリート
造り2階建てに建て替え、1961年には本社
社屋に3階を増築

埼玉県入間郡三芳村（現 三芳町）に埼玉
工場（現 埼玉事業所）を建設。操業を開始

本社別館跡地に地上6階・地下1階建ての
本社社屋（現 大崎電気ビル）が完成。本社

機能を移し業務
を開始

地上16階・地下2階
建ての東五反田スク
エアへ本社機能を
移し業務を開始

大崎電気ビル1階にオープンイノ
ベーションラボを開設

第2大崎電気ビルへ
一部本社機能を移行

1945年~1952年 1963年9月1957年~1961年 2009年5月1994年4月 2018年11月 2022年2月

大崎電気工業 本社・事業所の変遷

1916年～1950年代 1960年代～1970年代 1980年代～1990年代 2000年代 2010年代 2020年代

2022年4月

東京証券取引所
プライム市場へ移行
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　エネルギーを取り巻く環境として国際社会の大きな課題で
あり、SDGs目標の一つでもある脱炭素化は、当社グループで
も経営の最優先課題と認識しており、その実現に向けて、エネ
ルギー・ソリューション事業の推進を強化しています。
　大崎電気グループの強みである「電力使用量を測る」技術
は、CO2を排出する電力がいつ、どこで、どれだけ、どのように

　大崎電気では、オープンイノベーションラボ「NEXT 
100teX Lab（ネクスト ヒャクテックスラボ）」を開設し、さま
ざまな企業との連携を通して新たな価値創造を推進してい

　私は、大崎電気グループがGlobal Energy Solution 
Leaderとして持続的に成長していくためには、環境保全や社
会課題を自分事として捉え、課題解決に向けてチャレンジする
企業風土が重要であると考えます。また、サステナブルな社会
の実現に向けて、全ての従業員が自然に行動する企業文化を
つくり上げていきたいと思います。
　このため、当社では人的投資の強化を進めており、その一環
で従業員を対象としたSDGs教育プログラムを立ち上げるこ
ととしました。このプログラムを通して全ての従業員がSDGs
や持続可能な社会の実現に向けた取り組みを理解し、みずか
ら積極的に推進する土台作りを行います。

　世界に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症は
徐々に落ち着きを見せ、経済活動も回復しつつあります。一
方で、ロシアによるウクライナ侵攻を例とする地政学的リスク
の高まり、金利や物価の上昇、世界的な部品不足や為替の変
動など、当社グループを取り巻く事業環境は大きく変化して
います。
　このような環境下、私たちはいかに柔軟に変化へ対応し、
プラスアルファの価値を提供し続けられるかが重要であると

使用されているかのデータを収集するために活用され、脱炭
素化に向けた施策を考える上で重要な役割を担っています。
　グループの技術やノウハウの集結と活用、さらには研究開
発を推進することにより、グローバル社会全体のエネルギー利
用効率化に貢献する一方、自社拠点での脱炭素化に向けた活
動も進めています。

ます。今後もパートナーシップを通じて、豊かな地球と社会
の実現に向けた新たなビジネスの創出に取り組みます。

　100年後も社会に必要とされるグローバル企業であり続け
るため、大崎電気グループは常に社会と共に成長し、進化を続
け、豊かな未来の創造に貢献してまいります。 
　皆さまの温かいご支援をお願いいたします。思います。当社グループはこれまで、電力使用量を測るス

マートメーターを軸に事業を拡大してきました。しかし、気候
変動が大きな社会課題となり、私たちが提供するスマート
メーターの機能そのものは大きく変わってはいないものの、
それが果たす役割に変化が生じています。これまでは、主に
電気代の請求目的だった電力使用量の計測が、いまでは脱
炭素化を推進するための重要なCO₂排出データとして活用
されています。

最重要課題である、脱炭素化への取り組み

パートナーと共に、新たな付加価値の創出へ

人権の尊重、互いの違いを認め合う職場づくり

計測・制御技術でエネルギー課題を解決するソリューション企業

トップメッセージ

代表取締役社長
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価値創造プロセス

人的資本
グローバル従業員数：

2,961人

社会・関係資本
国内外電力会社との
密接な関係

パートナー企業との連携

技術力
計測制御技術

グループインフラ
日本国内および

世界各地に製造拠点・
営業拠点を展開

財務資本
総資産：912億円
純資産：576億円

サプライチェーン
人権に配慮した

公平・公正な取り引き

株主・投資家
安定的な株主還元

従業員
多様性ある職場づくり、
発想豊かな人材の育成

お客さま
環境負荷の低減に
貢献する製品・
サービスの提供

地域社会
持続可能な

まちづくりへの貢献

2026年度
ROEイメージ

8％以上

サステナビリティ実現に
向けてのマテリアリティ
（重要課題）

スマートメーターを活用した付加 価値創出、
エネルギー・ソリューションの拡大

スマートメーターを中核としつつ、エネルギー・ソリューションの拡大により
安定的な収益基盤を構築するとともに、社会の脱炭素化へ貢献し持続的な
成長をめざす。

コアとなる新製品・新事業の創出

利益を重視したグローバル成長

● グループ人材育成・活用の強化
● グループリスク管理の強化 
● 財務体質の強化および経営資源 の最適な配分
● サステナビリティ活動の推進 

経営資源 ステークホルダーに提供する価値

グループ成長戦略：成長の3つの柱

中期経営計画
(2022年度～2026年度)

グループ経営基盤の強化

1

2

3

環境負荷の低減 持続可能なまちづくりへの貢献 人権の尊重 多様性を認め合う職場づくり、
課題解決に貢献する人材の育成 ガバナンス体制の強化

■	スマートメーターによる貢献
■	脱炭素ソリューションの推進
■	研究開発の推進
■	自社拠点での温室効果ガス排出量の削減	

■	スマートメーターを活用した付加
価値創出

■	業務省人化を実現するスマートビ
ルディングシステムの推進

■	パートナーと連携した取り組み
■	グローバルな電力インフラへの貢献

■	人権に関する国際規範の支持・尊重
■	人権侵害の防止

■	互いの違いを認め合い、多様性を
活かす職場環境の整備

■	発想豊かで高いモラルを持つ人材
の育成

■	健康経営の推進

■	コーポレート・ガバナンスの強化
■	リスクマネジメント
■	コンプライアンス

大崎電気グループビジョン

Global Energy Solution Leader
エネルギー・ソリューションの技術を通じて社会、環境、企業の持続的な発展に貢献

P19～20へ

P22～28へ

P29～49へ

P11～16へ
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2. 	持続可能なまちづくりへの貢献
　持続可能な都市化へ向けて、国内においては少子高齢化による人手不足や災害に対
する強靭さへの対応が課題となっています。海外では基本的なインフラサービスである電力の安定した供給が課題となっている
地域もあります。このような課題解決へ向けて、当社グループは、「測る」・「制御する」技術をベースとした製品・サービスを通じて
貢献していきます。

■	スマートメーターを活用した付加価値創出			
　通信機能を有し遠隔からの制御が可能なスマートメーターは、電力送配電網のレジリエンス強化や最適化などへの活用が
期待されております。当社グループは、新たな付加価値を創出するスマートメーターの開発へ取り組んでいます。

■	業務省人化を実現するスマートビルディングシステムの推進			
　当社は、従来より事業展開している自動検針システム（テナント検針の効率化）や環境法令の報告書作成支援などの業務効率
化に加え、施設管理業務（設備点検や設備保安）効率化に寄与するシステムを市場投入しサービスレベルを向上し、持続可能な
社会の実現に貢献していきます。

■	パートナーと連携した取り組み			
　当社は、共創の場としてオープンラボ「NEXT 100teX Lab」を開設し、大学研究室
や自治体、ベンチャーなど業種・業界を超えた連携を推進しています。持続可能な社
会の実現に向けて、パートナーの方々とともに、当社の電力計測・制御機器の開発技
術をベースとした新たなソリューションの創出をめざしています。

■	グローバルな電力インフラへの貢献			
　当社グループはオセアニア、欧州を始めアジア・中東などグローバルに事業を展開
しています。スマートメーターと上位系システムをセットにしたトータルソリューション
サービスをさらに拡大し、各国の安定的・効率的な電力供給へ貢献していきます。

3. 	人権の尊重
　当社グループは、自社並びにグループ企業およびサプライチェーンにおいて人権侵
害を発生させない、また加担しないよう努めています。また、国連の「国際人権章典」、「国連グローバル・コンパクト」および「労働に
おける基本的原則および権利に関するILO宣言」をはじめとする人権に関する国際規範を支持し、尊重します。
　具体的には、企業行動指針である「大崎電気グループ企業行動憲章」に、「グローバル社会におけるすべての人々の人権を尊重
し、いかなる差別も行わない」ことを明記し、その徹底を図るため、人権に関する教育の実施や、取引先への人権に関する調査等を
実施しています。なお、英国および豪州現代奴隷法にかかる声明を公表し、人権侵害の防止に取り組んでいます。

4. 	多様性を認め合う職場づくり、課題解決に貢献する人材の育成
　当社グループは、社員一人ひとりが環境保全や社会課題に対して高いモラルを持ち、
課題解決に向けて活躍する企業文化の確立に向けて、人材の育成を推進しています。社員がその能力を発揮し成長できるよう、
多様性を互いに認め合い、社員一人ひとりが安心、安全に、やりがいを持って働くことができる職場環境を整備します。

1. 	環境負荷の低減
　当社グループは、環境負荷の低減に貢献する製品・サービスを開発・展開し、その実現
に貢献します。また、自社の事業活動についても環境負荷を減らす活動を推進していき
ます。

■	スマートメーターによる貢献			
　スマートメーターは、世界各国で導入が進む、電力計測機能だけでなく通信による
遠隔制御機能を有する電力送配電網の重要なインフラ機器です。当社グループは、
国内外でスマートメーターを通じて、測る・制御する技術を提供することにより、エネ
ルギー効率の改善に貢献しています。

■	脱炭素ソリューションの推進			
　当社は、エネルギーマネジメントシステム（EMS）やスマートメータリングシステム（SMS）に対応したエネルギー管理システム

『O-SOL』を活用した、①CO2排出量の見える化、②CO2削減計画の立案支援、③CO2排出量の削減計画実行などのサービス
を展開することで、社会の環境負荷低減に貢献していきます。

■	研究開発の推進			
　国内では、社会全体の電力利用効率化に貢献するスマートメーターの研究開発や、脱炭素ソリューションを起点とした
オープンイノベーションにより新たな価値を創造し、環境負荷の低減に貢献していきます。
　海外では、主にオセアニアで展開しているスマートメーターと上位系システムをセットにしたトータルソリューションサービスを、
今後他地域へ水平展開するための開発を行っており、より多くの国における環境保全に貢献していきます。

■	自社拠点での温室効果ガス排出量の削減			
　脱炭素社会へ向けて、当社グループ国内外の各拠点において排出される温室効果
ガスの削減を推進していきます。また、当社は気候関連財務情報開示タスクフォース

（Task Force on Climate-related Financial Disclosures、以下、「TCFD」）の提
言へ賛同しています。TCFD提言により推奨されるフレームワークを参考に気候変動
対策への取り組み強化を進めていきます。

サステナビリティの重要課題

サステナビリティ実現に向けてのマテリアリティ（重要課題）

グループがめざすサステナビリティ

　当社グループは、「Global Energy Solution Leader」と
なることをビジョンに掲げ、エネルギー・ソリューションの技術
を通じて、ステークホルダーと協力し、環境の保全と社会の持

続的な発展に貢献するとともに、グループの持続的な成長を
めざします。

　当社グループは、多様化する社会課題とグループの事業特
性を考慮し、特に優先的に取り組むべきマテリアリティ（重要
課題）を特定しました。マテリアリティに関連する事業活動を

強化することで、持続可能な社会の実現とグループの持続的
な成長をめざします。
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サステナビリティの重要課題

■	互いの違いを認め合い、多様性を活かす職場環境の整備			
　当社グループは、多様な属性や価値観、発想を持った従業員が安心、安全に働き、十分に活躍できるよう、職場環境・制度の整
備を推進していきます。多様な人財の活躍は、重要課題の柔軟な解決に貢献すると考えています。国内では、従業員のライフス
タイルやライフイベントによる働き方の変化に応じて選択できる、柔軟な勤務体制の整備に注力しています。海外では、文化的
に多様性が浸透している地域が多くありますが、より良い職場環境の整備に努めています。

■	発想豊かで高いモラルを持つ人材の育成			
　当社グループは、従業員が社会の変化や課題に柔軟かつ発想豊かに対応することができるよう、さまざまな経験や学習が
できる環境を提供していきます。国内では、従業員が常に成長し、新たな挑戦や経験を積める環境を提供します。多彩な研修
プログラムや計画的な人事ローテーションなどを通じて、社員の自律的なキャリアアップをサポートしていくと同時に、柔軟な
勤務体制やユニークな休暇制度によって、生涯学習とキャリアの両立を可能にします。海外では、シンガポール本社を中心に、
オーストラリア、イギリス、マレーシアなど、多数の国に拠点があり、営業、開発、生産、管理などの各部門で専門性の高いプロ
フェッショナル人財が力を発揮できる職場環境を提供しています。また、これらの各部門間の連携強化へ向けて、グループ内
コミュニケーションの活性化に取り組んでいます。

■	健康経営の推進			
　当社は、「健康経営優良法人（大規模法人部門）」認証を取得するなど、健康経営を
推進しています。社員を対象とした健康に関するセミナーの開催や、「がん対策推進
企業アクション」などの各プロジェクトへの賛同など、継続的な活動を実施しています。

5. 	ガバナンス体制の強化
　当社グループは、企業理念のもとステークホルダーに対する責任を誠実に果たすた
め、各施策によりグループ経営基盤の強化に努め、より持続的な成長をめざします。

■	コーポレート・ガバナンスの強化			
　当社グループは、永続的な企業価値の最大化を実現していくうえで、コーポレート・ガバナンスの充実は極めて重要な経営
課題であると認識しています。一層の経営の効率性、透明性を高め、公正な経営の実現に取り組んでいます。

■	リスクマネジメント			
　当社グループは、事業の持続的な発展のため、リスクの予防・軽減を図るとともに、発生した危機の被害の最小化と迅速な
復旧のためのリスクマネジメントを推進しています。

■	コンプライアンス			
　ガバナンス体制の強化のためには、従業員が法令を順守し、高い倫理観をもって行動することが重要です。当社グループ
は、コンプライアンス・マニュアルの作成や、グループヘルプライン制度の整備などの活動を実施しており、今後も強化してい
きます。

STEP 1:	 社会課題の抽出STEP 1

当社は、SDGs（持続可能な開発目標）を踏まえて、当社グループにとっての重要性と社会の要請の高さの観点から、グループが
取り組むべき社会課題を抽出しました。

STEP 1:	 重要課題の特定STEP 2

当社は、抽出した社会課題のうち、当社グループ中期経営計画で策定した重点戦略に照らして、特に優先的に取り組むべき重要
課題を特定しました。

スマートメーターを活用した
付加価値創出とエネルギー・

ソリューションの拡大
コアとなる新製品・新事業の創出 利益を重視したグローバル成長 グループ経営基盤の強化

1. 環境負荷の低減
・ スマートメーターによる貢献
・ 脱炭素ソリューションの推進
・ 研究開発の推進

2. 持続可能なまちづくりへの貢献
・  スマートメーターを活用した

付加価値創出

2. 持続可能なまちづくりへの貢献
・  業務省人化を実現するスマート

ビルディングシステムの推進
・ パートナーと連携した取り組み

2. 持続可能なまちづくりへの貢献
・  グローバルな電力インフラへ

の貢献

3. 人権の尊重
4.  多様性を認め合う職場づくり、 

課題解決に貢献する人材育成
・  多様性を活かす職場環境の整

備
・ 人材の育成
・ 健康経営の推進

5. ガバナンス体制の強化
・ コーポレート・ガバナンスの強化
・ リスクマネジメント
・ コンプライアンス

STEP 1:	 審議・承認STEP 3

当社取締役会は、当社グループが取り組むべき社会課題のうち優先すべき重要課題の特定について審議し、承認しました。

STEP 1:	 PDCAマネジメントSTEP 4

重要課題の取り組みについては、当社取締役会が進捗状況を確認し、社会課題の動向や事業環境の変化を踏まえ、継続的な見
直しを行います。

推進体制

　当社グループは、サステナビリティにかかわる活動全般の
推進を、取締役社長執行役員（代表取締役）を委員長としたサ
ステナビリティ推進委員会にて行っています。
　サステナビリティ推進委員会は、社長、副社長並びに各部門
長で構成され、サステナビリティにかかわる活動の進捗確認

や施策の審議をしております。サステナビリティ推進委員会
の審議内容は取締役会に報告され、当社グループの経営方針
に反映されています。
　当社グループのサステナビリティ推進体制は次のとおり
です。

ステークホルダー対話

取締役会

サステナビリティ推進委員会
委員長：取締役社長執行役員（代表取締役）

当社各本部等 グループ会社

重要課題特定・PDCAプロセス
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1. 	環境負荷の低減

1. 環境負荷の低減

2.	持続可能なまちづくりへの貢献

2.  持続可能なまちづくりへの貢献

3.  人権の尊重

4.  多様性を認め合う職場づくり、
課題解決に貢献する人材の育成

5.  ガバナンス体制の強化

大崎電気グループのマテリアリティ目標

　当社グループは、サステナビリティを巡る課題への対応を、企業の持続可能性を揺るがすリスクのみならず、収益機会の拡大に
つながる重要な経営課題と認識しています。

マテリアリティ目標

中計重点戦略：スマートメーターを活用した付加価値創出とエネルギー・ソリューションの拡大

中計重点戦略：スマートメーターを活用した付加価値創出とエネルギー・ソリューションの拡大／
コアとなる新製品・新事業の創出/利益を重視したグローバル成長

重要課題区分 社会課題 貢献する
SDGs 対象範囲 2030年目標

スマートメーターによる
貢献

エネルギー活用の効率化 グループ スマートメーターを通して、地球規模での再生可
能エネルギーやカーボンニュートラル燃料など多
様化するエネルギーの利用効率化・安定化に貢献エネルギー効率の改善 グループ

脱炭素ソリューションの
推進

温室効果ガス排出量削減 大崎電気 施設（ビル・工場等）における脱炭素サービスの拡
充による環境負荷低減への貢献

パートナーシップの推進 大崎電気 パートナーシップによる新たな脱炭素サービスの
構築

研究開発の推進

エネルギー効率の改善 グループ
・  スマートメーターの開発を通して、多様化する

エネルギーの利用効率化・安定化に貢献
・  脱炭素サービスの開発による環境負荷低減へ

の貢献
持続可能なインフラ開発 グループ

クリーン技術の開発 グループ

自社拠点での温室効果
ガス排出量の削減

温室効果ガス排出量削減 グループ 温室効果ガス排出量削減
⇒2013年度比46％削減

再生可能エネルギーの活用 大崎電気
埼玉事業所　再資源化率99.5％以上

天然資源の効率的な利用 大崎電気

水質の改善 大崎電気 事業活動に係る水質管理による環境負荷低減へ
の貢献

重要課題区分 社会課題 貢献する
SDGs 対象範囲 2030年目標

スマートメーターを
活用した付加価値創出

都市における基本的サービスの確保 グループ

スマートメーターによる電力送配電網のレジリエ
ンス強化や最適化への貢献災害に対し強靱なまちづくり グループ

持続可能な都市化 グループ

業務省人化を実現する
スマートビルディング
システムの推進

持続可能な都市化 大崎電気
施設管理支援サービスを拡充し、施設管理の効率
化による労働人口減少への対応と持続可能な居
住管理への貢献

パートナーと連携した
取り組み

持続可能な都市化 大崎電気

パートナーシップによる新たな事業の創出や技術
の構築パートナーシップの推進 大崎電気

持続可能なインフラ開発 大崎電気

グローバルな
電力インフラへの貢献

グローバルな電力インフラへの貢献 海外
グループ スマートメーターを通じて各国への安定的・効率

的な電力供給への貢献
貧困層へのレジリエンス強化 海外

グループ

　私たちは、事業活動を通じてエネルギー関連のさまざま
な社会課題を解決し、社会とともに持続的に成長するため

に優先的に取り組むべき重要なマテリアリティの目標を設
定しました。

3.	人権の尊重
中計重点戦略：グループ経営基盤の強化（グループリスク管理の強化）

重要課題区分 社会課題 貢献する
SDGs 対象範囲 2030年目標

人権の尊重

差別的な法律、政策および慣行の撤廃 グループ

グループ内およびサプライチェーンにおいて人
権侵害を発生させない・加担しない体制の強化強制労働・児童労働の撲滅 グループ

ジェンダーの平等 グループ

4.	多様性を認め合う職場づくり、課題解決に貢献する人材の育成
中計重点戦略：グループ経営基盤の強化（人材育成・活用の強化）

重要課題区分 社会課題 貢献する
SDGs 対象範囲 2030年目標

多様性を活かす職場環境
の整備

多様性の尊重 国内
グループ ・  社員一人ひとりが安心、安全に、やりがいを持っ

て働くことができる職場環境・制度の整備
・  労働災害ゼロ件継続の推進働きがいのある職場の整備 国内

グループ

ジェンダーの平等 大崎電気 ・  女性取締役　1名以上
・  女性社員比率　30％

人材の育成
人材の育成 大崎電気 ・  社会の変化や課題に柔軟かつ発想豊かに対応

できる人材の育成
・  大崎独自のSDGs教育プログラムの定着

⇒当検定合格率100％公平で質の高い教育 大崎電気

健康経営の推進
働きがいのある職場の整備 大崎電気 社員一人ひとりが心身ともに健康に働くことが

できる職場環境の整備

健康的な生活を確保 大崎電気 ・  二次検診受診率100％
・  喫煙率0％

5.	ガバナンス体制の強化
中計重点戦略：グループ経営基盤の強化（グループリスク管理の強化）

重要課題区分 社会課題 貢献する
SDGs 対象範囲 2030年目標

コーポレート・ガバナンスの
強化 ガバナンス体制の強化 グループ コーポレート・ガバナンスの継続的な強化

リスクマネジメント ガバナンス体制の強化 グループ リスク管理の徹底

コンプライアンス
非差別的な政策の推進 グループ

・  コンプライアンスの徹底
・  重大なコンプライアンス事案の発生数　0件

差別的な法律、政策および慣行の撤廃 グループ

重要課題区分 社会課題 貢献する
SDGs 対象範囲 2030年目標
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日本
47,048百万円

その他
1,071百万円 1.4%

7.9%

13.9%

14.9%
61.8%欧州

11,351百万円

オセアニア
10,642百万円

アジア
6,069百万円

売上高

761億84百万円
前年度比 △0.1%⬇ 前年度比 △52.4%⬇

海外は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた前年度比で増収
となるも、国内はスマートメーターやスマートロックの減収により前
期並み。

営業利益

12億77百万円

海外は増収により増益も、国内の減収や原材料費の高騰により減益。

純資産額

576億11百万円
前年度比 △2.2%⬇ 前年度比 △13.77円⬇

株主還元策（配当金支払い・自己株式取得）の実施により減少。

1株当たり純資産額

936.60円

純資産額の減少により減少。

自己資本当期純利益率（ROE）

–1.4%
前年度実績 1.0% 前年度比 △1.6ポイント⬇

親会社株主に帰属する当期純利益の減少により低下。

自己資本比率

49.6%

株主還元策（配当金支払い・自己株式取得）の実施により減少。

親会社株主に帰属する当期純利益

–6億58百万円
前年度実績 9.84円前年度実績 4億82百万円

営業利益の減少に伴い損失を計上。

1株当たり当期純利益

–13.42円

営業利益の減少に伴い損失を計上。

平均有休消化率（大崎電気単体）

66%

連結従業員数／従業員の国籍

地域別売り上げ構成

2,961人／

33カ国

女性従業員比率
大崎電気単体

19%

39%

育児休業取得者数（大崎電気単体）

大崎電気グループ
売上高

 76,184百万円
（2021年度）

海外売上比率

38.2%

7人
（うち男性従業員の
取得者数：3人）

※金額は百万円以下を、割合は少数第2位以下を
切り捨てて表記しています。

財務・非財務ハイライト （2022年3月31日現在）
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経営方針

業績の見通し

中期経営計画の重点戦略

　当社グループは、エネルギー関連のさまざまな社会課題
を解決する、“Global Energy Solution Leader”となること
をビジョンに掲げています。今後も気候変動や脱炭素化に向

　当社グループは、事業環境の変化に対応し持続的な成長
を実現するために、事業ポートフォリオに基づき戦略を推進し
ています。事業ポートフォリオ戦略は、事業セグメントをベー
スにサブセグメントに細分化し、取締役会においてPDCA管

　当社グループは、中期経営計画を実行していくにあたり、
次の重点戦略を掲げています。

①  スマートメーターを活用した付加価値創出とエネルギー・
ソリューションの拡大

　国内においては、次世代スマートメーターの開発や最適な
生産体制の構築を進めるとともに、新たな付加価値創出へ向
けて取り組みます。

② コアとなる新製品・新事業の創出
　さまざまなパートナーと連携し、技術開発やマーケティン
グの強化を図るとともに、当社グループの強みや経営資源を
活かした新規事業の創出を推進します。脱炭素化や GX （グ
リーン・トランスフォーメーション）化をワンストップで提供す
るソリューションビジネスに注力し、持続可能な社会と環境の
実現に貢献します。

③ 利益を重視したグローバル成長
　当社グループは、オセアニア、英国を中心とした欧州、アジ
アや中東などの新興国において次の施策を実行し、より利益
を重視した取り組みを強化します。

けてエネルギー・ソリューション分野を中心に、新しい価値創
造を国内外に発信し続け、持続的に成長していくことをめざ
します。

理を行い、中期経営計画におけるリソース配分へ反映してい
くことを基本方針としています。
　2022年5月に公表した中期経営計画（2023年3月期～
2027年3月期）計数目標は下記のとおりです。

●  ソリューションビジネスの拡大による利益率の向上および
部材の需給状況の影響軽減

●  次世代ハードウェア、ソフトウェア開発の加速
●  サプライチェーンマネジメントの強化

　オセアニアでは、現在ソリューションサービスを提供してお
り、利益率が安定的に高い水準を達成しています。今後も、高
いシェアを維持しつつ、ソリューションのアップグレードを行
い、安定的な成長をめざします。
　他の地域においては、高い市場ポテンシャルが期待できる
中東地域をはじめ、アジア・アフリカ・欧州におけるソリュー
ションサービスへのニーズに迅速に対応し、収益の強化を
図っていきます。
　生産面においては、BCP（事業継続計画）も含めた生産拠
点の分散化を図ります。また、年による需要の増減に対し、効
率的に生産するために外注比率を高めて、臨機応変な対応を
図ります。
　なお、2022年3月、当社グループは、シンガポールを中心
にビル管理事業を行っている、Quantum Automationを、
東テク株式会社に売却しました。これによって、海外における
経営資源を、当社グループの中核事業である計測制御事業

　当社グループは、中期的な成長戦略を5カ年の中期経営計画として、2019年5月に公表しました。なお、当社グループでは中期
経営計画の計数目標をローリング方式により毎年度見直すこととしています。

へ集中し、グローバルベースでの企業価値の最大化をめざし
ます。

④ グループ経営基盤の強化
　当社グループは、以下の施策により経営基盤の強化に努
め、より持続的な成長をめざします。

●  人材育成・活用の強化
●  グループリスク管理の強化
●  財務体質の強化および経営資源の最適な配分
●  サステナビリティ活動の推進

　社会の変化からビジネスチャンスを生み出す人材の育成
と人財活用を進めます。コロナ禍や地政学リスクなどに対応
するグループリスク管理にも注力します。また、どのような環
境変化にも耐えうる財務体質の強化を図るとともに、経営資
源の最適な配分に取り組みます。
　そして、当社グループの事業分野はSDGsとの関連が深い
ことから、特に社会課題の解決をキーワードとした事業展開
を進めていきます。
　また、当社グループは、事業ポートフォリオごとの管理を強
化することで収益性を改善し、成長性のある事業に注力して
います。前述の中期経営計画の重点戦略を遂行するにあた
り、主に右記の事業ポートフォリオ区分にてPDCA管理を行っ
ています。
　2022年9月には、当社の連結子会社である大崎エンジニ
アリング株式会社を売却しました。大崎エンジニアリング株
式会社は、センサーデバイス・高機能デバイス関連装置など

の製造装置事業を展開し、その高い技術力と商品力が高く評
価されていますが、当社グループとのシナジーが少ないこと
が課題とされていました。
　今回の売却により、グループの中核事業である計測制御
事業により注力し、事業ポートフォリオの最適化を図ること
で、連結経営を強化し企業価値の持続的向上をめざしていき
ます。

国内計測制御事業：製品・サービス別にポートフォリオ管理

海外計測制御事業：地域別にポートフォリオ管理

中期経営計画（2022年度～2026年度）について

(図）	海外事業の成長戦略―メーター&ソリューション展開地域拡大による利益率向上

英国
メーター、通信ハブ
⇒ハードウェア中心

重点テーマ
・新たなハードウェア・ソフトウェア開発の加速化
・BCP（事業継続計画）を含めたサプライチェーンの強化

アジア、中東、アフリカ、欧州
メーター＆ソリューション
へのシフトによる利益率向上

オセアニア
メーター＆ソリューション展開中

⇒高い利益率

（億円）
22/3期実績 23/3期計画 24/3期中計目標 25/3期中計目標 27/3期イメージ

売上高 762 800 830 850 －

親会社株主に帰属する当期純利益 ▲6.6 15 16 26 －

売上高当期純利益率 － 1.9％ 1.9％ 3.1％ －

ROE ▲1.4％ 3.5％ 3.5％ 5.5％ 8％以上

事業ポートフォリオ区分 位置づけ・方針

スマートメーター事業 中核事業として推進する。

ソリューション事業

スマートメーター事業の強みを活かし、省
エネや脱炭素化などの社会的課題に対す
るソリューションを提供し、国内全体の収
益性向上への貢献をめざす。

配電盤事業 安定需要に対応し、収益貢献を維持する。

事業ポートフォリオ区分 位置づけ・方針

オセアニア
スマートメーターと上位系システムを組
み合わせたソリューション販売の強化によ
り、安定的な利益成長をめざす。

欧州
英国における収益性向上をめざす（製品
構成、原価低減）。

選択と集中により収益性向上をめざす
（利益率の高いソリューション、産業用
メーターの販売強化）。

アジア

中東・その他
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　2021年度の世界経済は、新型コロナウイルスの変
異株の感染拡大等により、依然として先行き不透明な
状況が続きました。このような状況の中、当社グループ
は、国内において2025年度から予定されている次世
代スマートメーターの導入や、海外でのソリューション
サービスの拡大などへ向けて、中期経営計画の重点戦
略である「スマートメーターを活用した付加価値創出
とエネルギー・ソリューションの拡大」、「コアとなる新製
品・新事業の創出」、「利益を重視したグローバル成長」、

「グループ経営基盤の強化」を推進しています。
　国内計測制御事業については、スマートメーターが
減収となったことに加え、前年度に一定量を出荷した

賃貸物件向けスマートロックの減収等により、売上高は
前年度を下回りました。利益面においては、前述の減収
に加えて原材料費の高騰等により利益率が低下し、営
業利益は前年度から大幅な減少となりました。
　海外計測制御事業については、オセアニア向けおよ
び英国向けの出荷は新型コロナウイルス感染症の影
響を受けた前年度と比較して増加しました。一方で、前
年度の業績に貢献したイラク・クルド自治政府向けの売
り上げは需要の一巡により減少しました。これらによ
り、売上高、営業利益とも前年度を上回りました。
　これらの結果、下表のとおりの連結経営成績となりま
した。

経営成績の分析、株主還元方針、経営指標

（百万円）

2021年度実績
前年度比 期初計画比

金額 比率 金額 比率

売上高 76,184 △71 △0.1% △6,815 △8.2%

営業利益 1,277 △1,407 △52.4% △2,222 △63.5%

経常利益 1,189 △1,698 △58.8% △2,110 △64.0%

親会社株主に帰属する当期純利益 △658 △1,140 － △3,658 －

株主還元方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を重要な経
営政策の一つとして位置付けており、株主の皆さまに
対し安定的な配当を継続することを前提としつつ、業
績に応じた成果の配分を行うことを基本方針としてい
ます。
　具体的には、DOE（株主資本配当率）2％と、配当性
向30％のいずれか高い額を目安に決定します。
　また、資本効率向上を目的として、手持ち資金、必要
な運転資金、直近の業績や株価、投資案件の有無など
を総合的に勘案して、自己株式の取得を継続的に検討
します。
　内部留保については、長期的な企業価値の拡大をめ
ざし、競争力強化のための研究開発投資や設備投資の
原資とするとともに、M&Aも含めて今後の事業展開に
有効活用し、業績の向上に努めていきます。

経営指標

　当社グループは株主資本の効率化を重視しており、
ROE（自己資本当期純利益率）の持続的な向上をめざ
しています。2022年5月に公表した2022－2026年度
の中期経営計画の目標は、下表のとおりです。

2022年度
計画

2023年度
目標

2024年度
目標

2026年度
イメージ

ROE 3.5% 3.5% 5.5% 8％以上

2021年度経営成績の分析

Chapter 2

価値創造のための事業戦略

国内スマートメーターのラインナップ（上）、オーストラリアのEDMI社（下）
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