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2022 年 2 月 1 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 3 四半期 

連結決算概要 
 
 

⚫ 売上高は 538 億円(前年同期比+0.3%)、営業利益は 7.9 億円(△52.4%)、
親会社株主に帰属する四半期純利益は 4.8 億円の損失(前年同期 0.6 億円の
利益) 

⚫ 国内計測制御事業は、スマートメーターが減収となったことに加え、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、
減収に加えて原材料費の高騰等により利益率が低下し、減益 

⚫ 海外計測制御事業は、オセアニア向け及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同期と比較して増加。一方で、前年同期の業績に貢
献したイラク・クルド自治政府向けの売上は需要の一巡により減少。これらにより、
増収増益 

  

1.  連結業績   
2022 年 3 月期 3Q（2021 年 4 月 1 日～12 月 31 日）                          

  (百万円未満切捨)  

 
21/3 期 3Q 22/3 期 3Q 

前年同期比 

金額 比率 

売上高 53,597 53,755  157 +0.3%  

 国内計測制御事業 33,804 32,248 △1,555 △4.6%  

海外計測制御事業 19,033 21,395 2,362 +12.4% 

製造装置事業 860  547 △313 △36.4% 

不動産事業 412 415 3 +0.7% 

調整額 △514 △852 △338 － 

売上総利益 12,494 11,967 △526 △4.2% 

売上総利益率 23.3% 22.3%  △1.0pt 

販管費 10,834 11,177  342 +3.2% 

販管費率 20.2% 20.8%    0.6pt 

営業利益  1,660   790 △869 △52.4%  

 営業利益率 3.1% 1.5%  △1.6pt 

 国内計測制御事業  1,835   835 △1,000 △54.5% 

 海外計測制御事業 △180   23 204 － 

 製造装置事業 △177 △229 △52 － 

 不動産事業 200 211  11 +5.8% 

 調整額  △17 △50  △33 － 

経常利益   1,786   808 △977 △54.7% 

親会社株主に帰属する 
四半期純利益 

   62  △484 △547 － 

1 株当たり四半期純利益（円） 1.27  △9.88 △11.15 － 

※ 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 3Q 22/3 期 3Q 

前年同期比 
 

２月 1 日修正
22/3 期 
通期計画 

金額 
 

比率 

日本 35,049 33,074 △1,975 △5.6% 46,000 

海外 18,547 20,680  2,133 +11.5% 29,000 

 オセアニア 6,201 7,816  1,615 +26.0%  10,700 

 ヨーロッパ 5,848 7,963  2,115 +36.2%  11,300 

 アジア 3,264 4,067    803 +24.6% 5,900 

 中東・その他 3,232   832 △2,400 △74.3% 1,100 

合計 53,597 53,755     157 +0.3% 75,000 
   

為替レート 107.55 円/USD 108.58 円/USD  
   109.90 円/USD 

（前提） 

※ 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 3Q 22/3 期 3Q 

前年同期比 

金額 
 

比率 

メーター  16,759  16,277   △482 △2.9% 

監視制御装置(※2) 2,691   1,994   △697 △25.9% 

盤製品 4,781 4,516 △265 △5.5% 

計器用変成器 3,090   2,971 △119 △3.9% 

その他（調整額含む） 6,463 6,471    8  +0.1% 

合計 33,785 32,230 △1,555 △4.6% 
 

※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 3Q 22/3 期 3Q 

前年同期比 

金額 
 

比率 

メーター  12,665   13,020  355 +2.8% 

監視制御装置(※2) 5,951 7,647  1,696 +28.5% 

合計  18,617  20,668 2,051 +11.0% 

※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 3Q 22/3 期 3Q 

前年同期比 

金額 比率 

研究開発費   2,227   2,341  114 +5.1% 

減価償却費   2,024   1,870 △154 △7.6% 

設備投資額  1,164   1,701   536 +46.1% 
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5. 2022 年 3 月期 連結業績予想     
   

通期の連結業績予想につきましては、2021 年 5 月 11 日公表の業績予想を一旦取り下げ未定としており

ましたが、下表のとおり公表いたしました。 
 

(百万円未満切捨)  

 通期 

 21/3 期 

実績 

5月11日公表 
22/3 期 

計画（A） 

2月1日修正 
22/3 期 

 計画（B） 

増減（B－A） 

金額 比率 

売上高 76,255 83,000 75,000 △8,000 △9.6% 

営業利益 2,684 3,500     700 △2,800 △80.0% 

経常利益 2,888 3,300     600 △2,700 △81.8% 
親会社株主に帰属 
する当期純利益   482    3,000  △900 △3,900 － 

 

・スマートメーターの電子部材の調達難の影響は、世界的な供給不足により第４四半期にかけて国内外とも

に継続する見込み。 

・国内計測制御事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、エネルギーマネジメント関連製品・

サービスや賃貸物件向けスマートロックなどの売上が低調に推移する見込み。 

・国内外ともにスマートメーターの原材料価格高騰により、利益率の低下が見込まれる。 

・年初計画において連結子会社の売却益 16.8 億円を特別利益として織り込んでいたが、計上時期が来期

となる見通し。 

 

2022 年 3 月期通期セグメント別予想数値 

(百万円未満切捨) 

 通期 
当年度比 

 21/3 期 

実績 

5月11日公表 
22/3 期 

計画（A） 

2月1日修正 
22/3 期 

 計画（B） 

増減（B－A） 

金額 比率 

売上高 76,255 83,000 75,000 △8,000 △9.6% 

 国内計測制御事業 48,193 49,700 44,850 △4,850 △9.8% 

 海外計測制御事業 27,301 32,500 30,000 △2,500 △7.7% 

製造装置事業   960   850   700 △150 △17.6% 

不動産事業 553 550 550 － － 

 調整額 △753 △600 △1,100 △500 － 

営業利益 2,684 3,500   700 △2,800 △80.0% 

 国内計測制御事業 3,136 2,500   700 △1,800 △72.0% 

 海外計測制御事業 △467 1,000    50 △950 △95.0% 

製造装置事業 △264 △250 △300 △50  － 

不動産事業 270  250  250 － － 

 調整額 9 － － － － 

経常利益 2,888 3,300   600 △2,700 △81.8% 
 
親会社株主に帰属 
する当期純利益  

  482 3,000   △900 △3,900 － 

 
※ 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。 


