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2020 年 11 月 4 日 

大崎電気工業株式会社 
 

東証 1 部 証券コード：6644 

2021年 3月期 第 2四半期 

連結決算概要 
 

⚫ 売上高は 357 億円（前年同期比△18.0%）、 
営業利益は 7.7 億円（△62.2%）、 
親会社株主に帰属する四半期純利益は△2 億円(前年同期 8.5 億円の利益) 

⚫ 国内計測制御事業は、スマートメーター需要の谷間にある中、主に新型コロナウイル
ス感染拡大の影響を受け、スマートメーター設置の滞りによる顧客からの発注先送
りのため、減収、減益 

⚫ 海外計測制御事業は、新型コロナウイルス感染拡大に伴うロックダウンによりスマー
トメーター設置が停滞。オセアニア、アジア向け出荷が減少し、事業拡大を見込んで
いた英国プロジェクトも前年同期の売上水準に留まった。また、イラク・クルド自治政
府向け、カンボジア向けは、好調だった前年同期と比べ受注減。これらにより、減収、
減益 

  

1.  連結業績   
2021 年 3 月期 2Q（2020 年 4 月 1 日～9 月 30 日）                          (百万円未満切捨) 

 
20/3 期 2Q 21/3 期 2Q 

前年同期比 21/3 期 
通期計画
（※） 金額 比率 

売上高 43,580 35,734 △7,846 △18.0%  80,000 

 国内計測制御事業 24,152 22,308 △1,843 △7.6%  48,200 

海外計測制御事業 19,050 12,916 △6,134 △32.2% 30,000 

その他 932 903 △29 △3.2% 1,800 

調整額 △555 △393 162 －   － 

売上総利益 9,947  8,044 △1,903 △19.1% 17,100 

売上総利益率 22.8% 22.5%  △0.3pt 21.4% 

販管費 7,914  7,277 △637 △8.1% 15,600 

販管費率 18.2% 20.4%   ＋2.2pt 19.5% 

営業利益 2,033   767 △1,265 △62.2%  1,500 

 営業利益率 4.7% 2.1%  △2.6pt 1.9% 

 国内計測制御事業 1,327   948 △379 △28.6% 1,300 

 海外計測制御事業 561  △224 △786 － 0 

 その他 135 43 △91 △67.8% 200 

 調整額   8 0  △7 △89.6% － 

経常利益 1,946   744 △1,201 △61.7% 1,600 

親会社株主に帰属する 
四半期純利益 

845  △202 △1,047 － 100 

1 株当たり四半期純利益
（円） 

17.28 △4.14 △21.42 － 2.04 

新型コロナウイルスによる影響リスク額（推計値） 

売上高  △5,600  △12,000 

 国内計測制御事業  △1,200  △2,000 

海外計測制御事業  △4,400  △10,000 

営業利益  △800  △2,700 

 国内計測制御事業  △100  △700 

海外計測制御事業  △700  △2,000 

※ 通期計画は、新型コロナウイルス感染症の収束見通しが立たず市場環境が不透明のため、5 月 27 日公表の年初計画を記載しています。 
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2.  地域別売上高（外部売上）                               
(百万円未満切捨)   

 
20/3 期 2Q 21/3期 2Q 

前年同期比 
 

21/3期 
通期計画 
（※2） 

金額 
 

比率 

日本 24,915 23,130 △1,784 △7.2% 50,000 

海外 18,665 12,603 △6,061 △32.5% 30,000 

 オセアニア 5,021 4,116 △905 △18.0%  8,500 

 ヨーロッパ 4,454 4,181 △273 △6.1% 10,500 

 アジア 4,706 2,164 △2,542 △54.0% 6,500 

 中東・その他 4,482 2,141 △2,340 △52.2% 4,500 

合計 43,580 35,734 △7,846 △18.0% 80,000 
     
為替レート 110.05 円/USD 108.23 円/USD 

※1 顧客の所在地別のため、「1.連結業績」の国内・海外のセグメント数値とは合致していません。 

※2 通期計画は、新型コロナウイルス感染症の収束見通しが立たず市場環境が不透明のため、5 月 27 日公表の 

年初計画を記載しています。 

 

3. 製品・サービス別売上高（外部売上） 
                                 
（1）国内計測制御事業 

(百万円未満切捨)  

 
20/3 期 2Q 21/3 期 2Q 

前年同期比 

金額 
 

比率 

メーター  12,671  11,037 △1,634 △12.9% 

監視制御装置   1,273 1,837   564 +44.3% 

盤製品 2,957 3,097 140 +4.7% 

計器用変成器 2,291 2,108 △183 △8.0% 

その他（調整額含む） 4,946 4,216 △730 △14.8% 

合計 24,140 22,296 △1,844 △7.6% 
 

※管理会計上の参考値 
 

（2）海外計測制御事業 
                (百万円未満切捨) 

 
20/3 期 2Q 21/3 期 2Q 

前年同期比 

金額 
 

比率 

メーター  12,774   8,496 △4,278 △33.5% 

監視制御装置 5,818 4,091 △1,727 △29.7% 

合計  18,593  12,587 △6,006 △32.3% 

※管理会計上の参考値 

 
 
4. 研究開発、減価償却、設備投資  

(百万円未満切捨)  

 
20/3 期 2Q 21/3期 2Q 

前年同期比 
 

21/3期 
通期計画 
（※） 

金額 比率 

研究開発費 1,534 1,496 △38 △2.5% 3,200 

減価償却費 1,356 1,330 △26 △1.9% 2,700 

設備投資額 1,125   771 △354 △31.5% 2,800 

※ 通期計画は、新型コロナウイルス感染症の収束見通しが立たず市場環境が不透明のため、5 月 27 日公表の年初計画を記載しています。 
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5. 2021年 3月期 連結業績予想       
通期連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たず市場環境が不透

明であることから、2020 年 5 月 27 日に公表した計画から、変更はありません。 
 

(百万円未満切捨)  

 通期 

 20/3 期 

実績 

21/3期 

計画 
前年度比 

売上高 90,069 80,000 △10,069 

営業利益 3,691 1,500 △2,191 

経常利益 3,544 1,600 △1,944 

親会社株主に帰属 
する当期純利益 1,197   100 △1,097 

 

※ 本資料記載の連結業績予想は本資料公表日現在の見通しであり、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、様々な要因により、異なる結果となる可能性があります。 

 
ホームページ(https://www.osaki.co.jp/ja/ir/finance/financialdata.html)に業績・財務 Excel データを掲載しています。 
 
 
 

 


