
　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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国内計測制御事業

“脱炭素社会”の実現に向けた挑戦
　当社はこれまで、目には見えないエネルギーを正確に計測する技術と、使用情報の把握と消費の制御を実現する技
術の提供によって、エネルギーの有効活用に貢献してきました。また、スマートメーターによる計測制御を起点に、IoT
やAIを活用したエネルギー消費の最適化や社会インフラに関連する業務の省人化などを実現してきました。
　今後は、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。

　国内計測制御事業では、スマートメーターが、特に第4四
半期に入って半導体を中心とした電子部材の調達難によって
出荷・販売に影響を受け、減収となりました。また、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が当年度は減
収となりました。これらにより、売上高は前年度比4.5％減の
46,006百万円となりました。
　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、営業利益は前年度比60.9％減の
1,225百万円となりました。

　2022年度は、2021年度に電子部材の調達難の影響を受
けたスマートメーターや、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けたエネルギーマネジメント関連製品・サービスの売り
上げの拡大により増収を見込んでいます。一方、利益面では、
銅や樹脂などの原材料や半導体を中心とした電子部材など
の価格高騰の影響はあるものの増益を確保する見通しです。
　こうした中、2022年度は、エネルギーマネジメントサービ
スやスマートメータリングシステムを中心としたソリューショ
ン事業の拡大に注力していきます。

2021年度の実績について

2022年度の見通しと取り組み

営業利益売上高 営業利益売上高

国内計測制御事業売上高・営業利益の推移

（百万円）
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　大崎電気グループは、「見えないものを見える化」するさま
ざまな製品やサービスを通じて新たな価値を生み出し、社会
に貢献することをめざしています。
　中期経営計画では、重点戦略の一つとして、「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」を掲げています。大崎電気グループは、この方針の下、
強みである電力などエネルギーの計測技術とAI・IoTによる
自動制御やネットワーク構築を組み合わせたスマートソリュー

　スマートメーターは、2024年度までに全世帯への設置を
完了する計画であり、スマートメーターへの取り替え需要は
減っていく見通しです。一方、2025年度には国内でより高機
能な次世代スマートメーターが導入される予定です。グルー

　大崎電気グループでは、グループ研究開発部門のさらなる
連携を強化し、より一層のシナジーを実現するとともに、パー
トナー企業、大学、研究機関との協業や開発委託、外部リソー
ス活用などによるオープンイノベーションを推進し効率的な
開発を進めています。
　2018年11月には、大学・自治体・ベンチャーとの協創の場
として、大崎電気創立の地である五反田（東京都品川区）に、
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）」を開設しました。
　NEXT 100teX Labは、次の100年の社会を築く礎となる
事業が生まれる場として、「みらいの社会をより良くするため
に業界や会社の垣根を越えて、新しい価値を共に作り上げる
こと」を目標に掲げています。
　今後も、大崎電気グループの電力計測・制御機器の開発技
術をベースに、大学研究室や自治体、ベンチャー、およびアド
バイザーとして有識者の方々と連携し、IoT技術やAIの高度
化を推進。新たなビジネスモデルの検討・構築、IoT機器の開
発、ビッグデータ活用などを通して、新たなエネルギー・ソ
リューションの創出をめざします。

ションシステムの提供を推進しています。
　スマートメーターは料金徴収のための電力使用量の計測と
いう本来の目的に加えて、「脱炭素化」のキーデバイスとして
も注目されています。
　創業以来培ってきた「計測」技術に「制御」技術を加えたス
マートソリューション事業の発展を通じて、「労働人口の減少」
や「脱炭素化」などの社会課題の解決に貢献します。

プ会社との連携を強化し、次世代スマートメーターの開発・生
産効率化のための体制を強化し、競争力確保によるシェア向
上に努めていく方針です。

次世代スマートメーターの普及に向けた取り組み

ソリューション事業の拡大

オープンイノベーションラボ
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TOPIC TOPIC

脱炭素経営支援のワンストップサービスを提供 スマートホーム「HOMETACT(ホームタクト)」とスマートロック「OPELO(オペロ)」のシステム連携開始

　大崎電気は、株式会社ゼロボード、エネルギーアンド
システムプランニング株式会社（ESP）と協業し、事業活
動における二酸化炭素排出量の見える化と、正確できめ
細かいエネルギーデータの管理を支援すべく、脱炭素
化支援サービスを提供します。
　今後は、ゼロボードが開発した「zeroboard（ゼロボー
ド）」※１に、大崎電気が開発・サービス提供しているエネ
ルギーマネジメントシステム「O-SOL」※２を組み合わせ、

企業に対して、事業活動における二酸化炭素排出量の見
える化と正確できめ細かいエネルギーデータの管理を
支援していきます。
　大崎電気とESPは、取得したデータに基づき、各企業
の現場に適した省エネ・脱炭素コンサルティングサービ
スを提供する他、ESPが提供している制度トラッカー※３

を通して、脱炭素活動に向けた意思決定に不可欠な法
改正や制度に関する情報を速やかに提供します。

　大崎電気は、三菱地所株式会社とスマートホーム事業
領域における業務提携に向けた基本合意書を締結しま
した。
　協業の第1弾として、三菱地所が開発した総合スマー
トホームサービス「HOMETACT（ホームタクト）」と大崎
電気が開発したスマートロック「OPELO（オペロ）」のシ
ステム連携を開始します。主に不動産賃貸業界におい
て、スマートホームサービスによる物件価値・入居者満
足度向上と、スマートロックを活用した不動産管理DXに

【プラットフォーム連携による相乗効果】
●  空室内見時の鍵受け渡し業務や共用部の鍵管理業務

をHOMETACT管理者画面（TACTBASE）のパス
ワード管理機能で効率化でき、利用案内のペーパーレ
ス化によるセキュリティ向上と業務効率化を実現

●  入居者のスマホやICカードが鍵代わりになることに加
え、HOMETACTアプリで発行可能なワンデイパス
ワードを活用した家事代行などの「家ナカサービス」
の利用が促進でき、生活利便性が大きく向上

●  入居者は、HOMETACTアプリ1つですべてのIoT機
器操作やスマートロックのワンデイパスワード機能が
ワンパッケージで利用可能。オーナーは複数ソリュー
ションの個別契約が不要となり、導入コストが抑えら
れるだけなく、入居者の利便性も向上

よる業務効率化を実現していきます。
　HOMETACTは、照明、エアコン、給湯器、カーテンや
ロボット掃除機等複数メーカーのIoT機器を1つのアプ
リ内で操作可能で、ユーザーがホームオートメーション
を自由にカスタマイズできる総合スマートホームサービ
スです。賃貸管理DXソリューションとして業界トップレベ
ルの実績のあるスマートロックOPELOとの連携により、
ホームオートメーションに留まらない付加価値提供が可
能となりました。

　今後2社は、「HOMETACT×OPELO」をサービスパッ
ケージ化し、不動産デベロッパーや賃貸管理会社への
サービス提供に向け営業協力体制を強化するとともに、
共用部無人管理システムの共同開発をはじめ、将来的な
分譲住宅市場向けの商品開発やエネルギーマネジメン
ト領域での共同研究など、幅広い事業領域で協業を加速
していきます。
　さらに、住宅のZEH-M（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウ
ス-マンション）対応に向けたスマートメータリングシステ
ムの開発など、脱炭素社会に貢献する事業検討も共同
で推進していく方針です。　

※1. GHG 排出量算定・可視化クラウドサービスの名称。
URL：https://zeroboard.jp/

※2. エネルギーマネジメントシステムとそのサービスプラットフォームの名称。
URL：https://www.osaki.co.jp/ja/product/search/category/category06.html

※3. エネルギーや脱炭素関連制度の情報配信サービスの名称。
URL：https://solution-esp.com/seido-joho2.html

※EMS：エネルギーマネジメントシステムとは、中央装置による負荷の自動制御に加え、30分（デマンド時限）毎に、エネル
ギーを照明・外灯・コンセント・空調などの用途別に計測・データ化するシステムです。データに基づいた適切な分析
を実施することで、省エネ可能な点を探し出し、運用や設備の改善を提案。高効率運営の標準化を実現します。

※SMS：スマートメータリングシステムとは、スマートメーターを活用し、一括受電マンション、商業・オフィスビル等のテナン
トや居室の電気使用量を自動で収集し、クラウドサーバ上で遠隔管理することができる、検針システムです。複数の
建物のデータを一元で管理することが可能になり、検針業務の効率性・正確性・利便性を向上させます。

企　業

【ワンストップサービス】
● CO₂排出量の可視化、エネルギーマネジメント
● 省エネ・脱炭素コンサルサービス
● エネルギー・脱炭素に関する制度情報の提供

業務連携

SCOPE 1, 2
（EMS・SMSによる詳細計測）

SCOPE 1, 2, 3
（GHG排出量算定・可視化）

制度情報配信サービス
エネinチャンネル（YouTube）

【zeroboard】
データ連携データ連携

【制度トラッカー】

三菱地所の総合スマートホームサービス
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海外計測制御事業

　2021年度の海外計測制御事業の業績は、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、売上高は前年度
比10.1％増の30,068百万円、営業利益は、前年度から525
百万円の増益となる58百万円となりました。

　2022年度は、オセアニア市場では引き続き安定成長が見
込まれますが、その他の地域では電子部材などの調達難が
想定されることから減収を見込んでいます。今後は、スマー
トメーター等のハードウェアを中心とした売上構成から、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
ション事業の比率を高めることにより、利益率の向上をめざ
すと同時に、部材の調達リスクやコスト上昇リスクを軽減し
ていきます。

●  オセアニア
　2021年度は、オーストラリア内のスマートメーターの新規
設置、ニュージーランドの更新需要などから、順調に業績を拡
大しました。EDMI社は、オセアニアでのマーケットリーダーと
して、付加価値の高いスマートメーターソリューションを提供
し、安定的な成長をめざしています。2022年度は、原材料の
調達コストおよび輸送費の高騰リスクを抑制し営業利益の確
保をめざします。

●  欧州（主に英国）
　英国では、脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネル
ギーを積極的に導入するためのスマートグリッド化が進めら
れています。EDMI社は、一般家庭向けの大規模なスマート
メーター導入プロジェクトに参画しています。
　2021年度は、コロナ禍におけるロックダウンにより、ス
マートメーターの設置が停滞した2020年度に対しては増収

となりました。2022年度は、電子部材の調達難が想定され、
収益性への悪影響が見込まれています。今後は、限られた製
品をより高単価なハードウェア販売にアロケーションすること
によって、利益率の改善をめざします。

●  アジア・中東他
　アジア、中東、アフリカなどの新興国の市場では、国・地域
によってニーズが大きく異なります。そこで、料金を確実に徴
収するためのプリペイド方式や、盗電防止機能を備えたメー
ターなど、 お客さまのニーズに沿ったサービスを展開、地域
全体の収益性の向上に力を入れています。
　2021年度も新型コロナウイルス感染症拡大による入札や
営業活動の停滞などにより厳しい売り上げとなりました。しか
し、同地域の市場拡大の可能性は高く、今後はソリューション
サービスの拡大により、利益を重視した成長をめざします。

2021年度の実績について

2022年度の取り組み

地域別の状況

　大崎電気は、1990年に大崎エンジニアリング株式会社を 
ベンチャー投資事業として設立し、ファインピッチ接合技術を
コアとした、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てきました。2021年度は、新型コロ
ナウイルス感染症の影響による受注の減少等により売上高
は前年度比27.9％減の692百万円、営業利益は282百万円

　不動産事業については、売上高は前年度比0.1％増の553
百万円、営業利益は前年度比0.2％増の271百万円となりま
した。

の損失（前年度は264百万円の損失）となりました。
　なお、2022年9月、大崎電気は大崎エンジニアリングの全
ての株式を、萩原電気ホールディングス株式会社に譲渡しま
した 。これに伴い、大崎エンジニアリングは、大崎電気の連結
子会社から除外されることとなります。

製造装置事業

不動産事業

営業利益売上高 営業利益売上高

海外計測制御事業売上高・営業利益の推移
営業利益売上高

（百万円）
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海外地域別売上高
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その他アジア欧州オセアニア
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※有価証券報告書をベースとした分類により算出しています。（外部売上高、
国内から海外への輸出分を含む）

世界的なエネルギー管理需要の高まりに対応した
ソリューション提供で、グローバル成長を推進
　EDMI Limited（以下EDMI社）は、1978年オーストラリアで創業して以来、
国際的なスマートメーターソリューション市場とともに進化し、思想と市場をリード
するメーターメーカーとしての地位を確立してきました。効率的なエネルギー管理
に対する需要が高まる中、EDMI社は電力・ガス・水道の各業界において拡張性が
高く将来性のあるソフトウェアソリューションを提供するなど、顧客サービスの範
囲を拡大し続け、世界の大手公益事業者の多くに信頼されるサプライヤーとして
持続的に利益を上げる企業になることをめざします。Chief Executive Officer (CEO) of

EDMI Group （2022年7月現任）

Roy Kirsopp

その他事業
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