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(百万円未満切捨て)

１．2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 35,734 △18.0 767 △62.2 744 △61.7 △202 ―

2020年3月期第2四半期 43,580 22.2 2,033 32.4 1,946 16.7 845 31.0
(注) 包括利益 2021年3月期第2四半期 179百万円( △77.9％) 2020年3月期第2四半期 810百万円( △36.1％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年3月期第2四半期 △4.14 ―

2020年3月期第2四半期 17.28 17.01
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 88,369 57,879 52.2

2020年3月期 97,962 58,637 47.8
(参考) 自己資本 2021年3月期第2四半期 46,167百万円 2020年3月期 46,790百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

2021年3月期 ― 10.00

2021年3月期(予想) ― 10.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2021年3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 80,000 △11.2 1,500 △59.4 1,600 △54.9 100 △91.6 2.04
(注)1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　 2. 新型コロナウイルス感染拡大による業績への影響リスクを織り込んでいます。



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年3月期2Ｑ 49,267,180株 2020年3月期 49,267,180株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Ｑ 218,762株 2020年3月期 346,162株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Ｑ 48,985,066株 2020年3月期2Ｑ 48,921,085株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業
績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）3ページの「（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間は、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により、社会・経済活動が急速に停滞した

ことから厳しい経済状況となりました。足下では経済活動の再開により一部で持ち直しつつありますが、新型コロ

ナウイルス感染症をめぐる先行きの不透明感は強く、予断を許さない状況が続いています。

このような状況の中、当社グループはコロナ禍における事業環境の変化に対応しつつ、中期経営計画(2021-2025

年3月期)のもと、重点戦略である「利益を重視したグローバル成長」、「スマートメーターの付加価値創出」、

「新たなコアとなる製品・事業の創出」、「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、前期から2024年3月期まで想定される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

収となりました。これにより、売上高は22,308百万円と前年同期比1,843百万円（7.6％）の減収となりました。利

益面においては、販売費及び一般管理費が減少したものの、前述の減収により、営業利益は948百万円と前年同期比

379百万円（28.6％）の減益となりました。

海外計測制御事業については、当社グループが展開する国々において、新型コロナウイルス感染拡大に伴うロッ

クダウン（都市封鎖）によりスマートメーター設置が滞っており、オセアニア、アジア向けの出荷が減少し、当期

より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りました。また、イラク・クルド自治

政府向け、カンボジア向けにつきましては、好調だった前年同期と比較すると受注減となりました。これらにより、

売上高は12,916百万円と前年同期比6,134百万円（32.2%）の減収となりました。利益面においては、販売費及び一

般管理費が減少したものの、前述の減収により、営業利益は224百万円の損失と前年同期比786百万円の減益（前年

同期は561百万円の利益）となりました。

その他（不動産事業等）については、売上高は903百万円と前年同期比29百万円（3.2％）の減収、営業利益は43

百万円と前年同期比91百万円（67.8%）の減益となりました。

この結果、当第2四半期の売上高は35,734百万円と前年同期比7,846百万円(18.0%)の減収、営業利益は767百万円

と前年同期比1,265百万円（62.2%）の減益、経常利益は744百万円と前年同期比1,201百万円（61.7%）の減益、親会

社株主に帰属する四半期純利益は202百万円の損失と前年同期比1,047百万円の減益（前年同期は845百万円の利益）

となりました。

なお、当期から報告セグメントの変更を行っております。詳細は「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）

四半期連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等）」の「Ⅱ ２．報告セグメントの変更等に関する事

項」を参照下さい。

＜連結業績＞

（単位：百万円）

2020年3月期
第2四半期

22222000002222211111年3月期年3月期年3月期年3月期年3月期
第2四半期第2四半期第2四半期第2四半期第2四半期

増減額 増減率

売上高 43,580 35,734 △7,846 △18.0％

国内計測制御事業 24,152 22,308 △1,843 △7.6％

海外計測制御事業 19,050 12,916 △6,134 △32.2％

その他 932 903 △29 △3.2％

調整額 △555 △393 162 －

営業利益 2,033 767 △1,265 △62.2％

国内計測制御事業 1,327 948 △379 △28.6％

海外計測制御事業 561 △224 △786 －

その他 135 43 △91 △67.8％

調整額 8 0 △7 △89.6％

経常利益 1,946 744 △1,201 △61.7％

親会社株主に帰属
する四半期純利益

845 △202 △1,047 －
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（２）財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、主に海外で、受取手形及び売掛金が売上高の減少により7,388百

万円、たな卸資産が2,100百万円それぞれ減少したこと等により、前年度末と比較して9,592百万円減少し、88,369

百万円となりました。

　負債は、支払手形及び買掛金・電子記録債務が2,032百万円、海外で長・短借入金が4,824百万円減少したこと等

により、前年度末と比較して8,834百万円減少し、30,490百万円となりました。

　純資産は、利益剰余金が693百万円、非支配株主持分が101百万円減少したこと等により、前年度末と比較して758

百万円減少し、57,879百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,517 10,966

預け金 2,421 3,424

受取手形及び売掛金 22,063 14,675

商品及び製品 7,847 6,632

仕掛品 2,559 2,744

原材料及び貯蔵品 10,086 9,016

その他 2,016 2,475

貸倒引当金 △531 △517

流動資産合計 56,980 49,417

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,204 9,085

土地 12,483 12,483

その他（純額） 7,063 6,495

有形固定資産合計 28,752 28,065

無形固定資産

のれん 405 298

その他 1,030 947

無形固定資産合計 1,435 1,246

投資その他の資産

投資有価証券 4,612 4,560

退職給付に係る資産 876 863

その他 5,307 4,220

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 10,793 9,641

固定資産合計 40,981 38,952

資産合計 97,962 88,369
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,529 5,988

電子記録債務 3,057 2,565

短期借入金 5,925 1,219

未払法人税等 912 511

賞与引当金 1,748 1,582

役員賞与引当金 21 17

製品保証引当金 29 29

その他 6,710 5,380

流動負債合計 25,934 17,296

固定負債

長期借入金 6,583 6,464

役員退職慰労引当金 33 39

修繕引当金 7 10

退職給付に係る負債 2,276 2,313

繰延税金負債 1,932 1,965

その他 2,556 2,400

固定負債合計 13,390 13,194

負債合計 39,324 30,490

純資産の部

株主資本

資本金 7,965 7,965

資本剰余金 8,750 8,750

利益剰余金 27,818 27,125

自己株式 △223 △140

株主資本合計 44,312 43,700

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 587 553

為替換算調整勘定 1,706 1,750

退職給付に係る調整累計額 183 163

その他の包括利益累計額合計 2,477 2,467

新株予約権 544 509

非支配株主持分 11,303 11,201

純資産合計 58,637 57,879

負債純資産合計 97,962 88,369
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 43,580 35,734

売上原価 33,632 27,689

売上総利益 9,947 8,044

販売費及び一般管理費 7,914 7,277

営業利益 2,033 767

営業外収益

受取利息 12 11

受取配当金 103 92

助成金収入 14 222

その他 67 58

営業外収益合計 197 386

営業外費用

支払利息 264 228

為替差損 ― 166

その他 20 14

営業外費用合計 284 409

経常利益 1,946 744

税金等調整前四半期純利益 1,946 744

法人税、住民税及び事業税 627 444

法人税等調整額 75 110

法人税等合計 703 554

四半期純利益 1,243 189

非支配株主に帰属する四半期純利益 397 392

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

845 △202
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 1,243 189

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △224 △34

為替換算調整勘定 △175 43

退職給付に係る調整額 △33 △20

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 ―

その他の包括利益合計 △433 △10

四半期包括利益 810 179

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 412 △213

非支配株主に係る四半期包括利益 397 392



大崎電気工業株式会社(6644) 2021年3月期 第2四半期決算短信

8

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

　 Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)1

合計 調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額

国内計測
制御事業

海外計測
制御事業

計

売上高

外部顧客への売上高 24,140 18,593 42,733 846 43,580 ― 43,580
セグメント間の内部売上高
又は振替高

11 457 469 86 555 △555 ―

計 24,152 19,050 43,203 932 44,136 △555 43,580

セグメント利益(営業利益) 1,327 561 1,889 135 2,024 8 2,033

(注)1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、製造装置

事業を含んでおります。

　 2． セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の消去であります。
　

　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 該当事項はありません。

　

　 Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)1

合計 調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額

国内計測
制御事業

海外計測
制御事業

計

売上高

外部顧客への売上高 22,296 12,587 34,884 849 35,734 ― 35,734
セグメント間の内部売上高
又は振替高

11 328 340 53 393 △393 ―

計 22,308 12,916 35,224 903 36,127 △393 35,734

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益又は営業損失(△))

948 △224 723 43 766 0 767

(注)1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、製造装置

事業を含んでおります。

なお、第1四半期連結会計期間より、従来の「FPD関連装置事業」から「製造装置事業」へ事業セ

グメント名称を変更しております。

　 2． セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

　 ２．報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、従来の報告セグメント「計測制御機器事業」を経営管理体制等の実態を踏ま

え、当社及び子会社の所在地を基礎として、「国内計測制御事業」及び「海外計測制御事業」に区分して記載

する方法に変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第2四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に

基づき作成したものを開示しております。

　 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 該当事項はありません。


