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2021 年 11 月 2 日 
大崎電気工業株式会社 
東証 1 部 証券コード：6644 

 
 

2022 年 3 月期 第 2 四半期 

連結決算概要 
 
 

⚫ 売上高は 361 億円(前年同期比+1.0%)、営業利益は 4.6 億円(△39.9%)、
親会社株主に帰属する四半期純利益は 2.4 億円の損失(前年同期 2.0 億円の
損失) 

⚫ 国内計測制御事業は、スマートメーターは前年同期と比較して若干の増収となったが、
前年同期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、減収。利
益面においては、減収に加えて、スマートメーターの価格競争の激化や原材料の高騰
等により、減益 

⚫ 海外計測制御事業は、前年同期の業績に貢献したイラク・クルド自治政府向け売上
が一巡したが、オセアニア向け及び英国プロジェクト向けの出荷は新型コロナウイルス
感染症の影響を大きく受けた前年同期と比較して増加したことにより、増収増益 

  

1.  連結業績   
2022 年 3 月期 2Q（2021 年 4 月 1 日～9 月 30 日）                          

  (百万円未満切捨)  

 
21/3 期 2Q 22/3 期 2Q 

前年同期比 

金額 比率 

売上高 35,734 36,087  353 +1.0%  

 国内計測制御事業 22,308 21,405 △903 △4.0%  

海外計測制御事業 12,916 14,613 1,697 +13.1% 

製造装置事業 627  337 △290 △46.3% 

不動産事業 275 277 1 +0.7% 

調整額 △393 △546 △152 － 

売上総利益 8,044  7,878 △165 △2.1% 

売上総利益率 22.5% 21.8%  △0.7pt 

販管費 7,277  7,417  140 +1.9% 

販管費率 20.4% 20.6%   +0.2pt 

営業利益   767   461 △306 △39.9%  

 営業利益率 2.1% 1.3%  △0.8pt 

 国内計測制御事業   948   366 △581 △61.3% 

 海外計測制御事業 △224  118 343 － 

 製造装置事業 △94 △162 △67 － 

 不動産事業 138 139 0 +0.6% 

 調整額   0 △0  △1 － 

経常利益   744   531 △213 △28.7% 

親会社株主に帰属する 
四半期純利益 

 △202  △236 △34 － 

1 株当たり四半期純利益（円） △4.14  △4.83 △0.69 － 

※ 従来「その他」に含まれていた「製造装置事業」、「不動産事業」について量的な重要性が増したため 

報告セグメントとして記載する方法へ変更しております。 
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2.  地域別売上高（外部売上）                               
                                                                 (百万円未満切捨)   

 
21/3 期 2Q 22/3 期 2Q 

前年同期比 

金額 
 

比率 

日本 23,130 21,927   △1,202 △5.2% 

海外 12,603 14,159 1,556 +12.3% 

 オセアニア 4,116 5,093   977 +23.7% 

 ヨーロッパ 4,181 5,750 1,569 +37.5% 

 アジア 2,164 2,737   572 +26.5% 

 中東・その他 2,141   578  △1,563 △73.0% 

合計 35,734 36,087    353 +1.0% 

     
為替レート 108.23 円/USD 107.82 円/USD  

       ※ 有価証券報告書ベースとした分類により算出しております。 

 

 
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)  

 
21/3 期 2Q 22/3 期 2Q 

前年同期比 

金額 
 

比率 

メーター  11,037  11,301  264 +2.4% 

監視制御装置(※2) 1,837   1,380   △457 △24.9% 

盤製品 3,097 2,839 △258 △8.3% 

計器用変成器 2,108   1,940 △168 △8.0% 

その他（調整額含む） 4,216 3,931 △285 △6.8% 

合計 22,296 21,393 △903 △4.1% 
 

※1 管理会計上の参考値 
※2 「監視制御装置」・・・エネルギーマネジメント関連製品・サービス、スマートロック等 

 

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

 
21/3 期 2Q 22/3 期 2Q 

前年同期比 

金額 
 

比率 

メーター   8,496   8,913  417 +4.9% 

監視制御装置(※2) 4,091 5,236  1,145 +28.0% 

合計  12,587  14,149 1,562 +12.4% 

※1 管理会計上の参考値 
※2 「監視制御装置」・・・メーター関連システム、通信ハブ等 

 

 
 
4. 研究開発、減価償却、設備投資  

(百万円未満切捨)  

 
21/3 期 2Q 22/3 期 2Q 

前年同期比 

金額 比率 

研究開発費   1,496   1,517   21 +1.4% 

減価償却費   1,330   1,221 △109 △8.2% 

設備投資額   771   872   101 +13.1% 
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5. 2022 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、国内外において主力製品であるスマートメーターの電子部材の調達に支

障をきたしており、グループをあげて当該調達リスクへ対応しているものの大きな影響が見込まれます。しかしな

がら、現時点ではその影響の合理的な算定が困難であることから、2022 年３月期通期の連結業績予想を

未定とし、算定が可能になりました時点で改めて開示いたします。 
 

(百万円未満切捨)  

 通期 

 21/3 期 

実績 

22/3 期 

年初計画 

今回修正 

予想 

売上高 76,255 83,000 ― 

営業利益 2,684 3,500 ― 

経常利益 2,888 3,300 ― 

親会社株主に帰属 
する当期純利益   482   3,000 ― 

 

 

 
※ 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。 


