
日本酸素ホールディングスグループとは

WHO WE ARE ?
SECTION1
日本酸素ホールディングスグループは、これまで産業の発展とともに成長を続けてき
ました。現在では、世界30の国と地域で事業を展開する企業グループとなりました。 
私たちはこれからも、培ってきた技術力や顧客基盤、知見・経験を結集し、あらゆる 

産業の発展と豊かな社会の実現になくてはならない存在でありたいと考えています。
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日本酸素ホールディングス 
グループの特徴

日本酸素 

ホールディングス 

株式会社

持株会社体制移行前の体制図

日本酸素ホールディングス株式会社
代表取締役社長 CEO

濱田 敏彦

世界の30の国と地域に広がる 
日本酸素ホールディングスグループ

日本酸素HDグループは、日本、米国、欧州、アジア・オセア
ニアのグローバル4極で、グローバルに事業を展開しています。
また、サーモス事業では、世界120カ国以上に「THERMOS」
ブランドの製品を出荷しています。
　2020年10月に、当社は持株会社体制へ移行し、グロー
バルな産業ガスサプライヤーとして、日本事業中心の事業
運営の考え方を見直し、新たに、競争力のあるグループ運営
体制を整えました。

産業ガスは消費地立地のビジネスモデル

産業ガスの主要な製品である酸素、窒素、アルゴンなどのセ
パレートガスは、お客さまの用途によって、求められるガスの
種類が変わります。また、利用される量によって、最適な供
給形態を選択しています。したがって、産業ガスを安全かつ
安定的に、そして効率的に輸送・供給するためには、生産地
と消費地とが一定の地理的な範囲の中に収まるように供給
網が構築されていることが一般的で、これが消費地立地の
事業モデルであると言えます。

サーモス事業　 
サーモス株式会社グループ

アジア・オセアニアガス事業　 
アジア・オセアニア地域事業会社グループ

米国ガス事業　 
Matheson Tri-Gas, Inc.グループ

欧州ガス事業　 
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.グループ

日本ガス事業　 
大陽日酸株式会社グループ

米国ガス事業　 
Matheson Tri-Gas, Inc. 

グループ

欧州ガス事業　 
Nippon Gases Euro-Holding  

S.L.U.グループ

アジア・オセアニアガス事業

アジア・オセアニア地域 
事業会社グループ

サーモス事業　 
サーモス株式会社グループ

グローバル4極＋サーモスでの事業運営体制
日本酸素HDは、純粋持株会社として、新たに12の方針（→P.176）を策定し、それに基づいて、日本酸素HDグループ全体での
戦略立案、コンプライアンスの確保、リスク管理体制の強化などを通じて、事業会社と一体的に運営する体制を整備してしま
す。また、各地域のベストプラクティスを取り込み、グループ総合力を発揮していきます。

私たちのめざすところ。

私たちの体制の特徴は何か。

グループで大事にしている考え方

日本酸素HDグループの産業ガス事業では、鉄鋼、化学、自
動車・造船・機械、医療、食品・飲料、エレクトロニクスなど、
あらゆる産業へ、日夜、産業ガスを安定供給しています。
「The Gas Professionals」として、安全に、安定的に産業ガ
スをお届けすることがそれぞれの産業の発展と同時に、直面
する社会課題の解決につながるものと考えています。
　また、サーモス事業の商品開発の原点には、断熱技術を通
じて、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを
提案するという想いがあります。
　私たちは事業を通じて、より明るい未来の実現をめざして
いきたいと思っています。

グローバル各極の事業会社を取りまとめる 
ホールディングス体制

各地域での事業環境や市場特性は、当該地域で展開してい
る事業会社が熟知しています。そのため、お客さまに近いポ
ジションにある事業会社各社に、さらなる権限委譲を図るこ
とで、意思決定スピードの向上による迅速で機動的な経営
や事業運営につなげています。そのような運営の下、持株
会社では、グループ総合力を創出するための地域横断的な
施策の実行や、事業会社へ適切に資源を配分するなど、そ
れぞれの役割を発揮しています。

大陽日酸株式会社
代表取締役社長

永田 研二

Matheson Tri-Gas, Inc.
Chairman & CEO

トーマス・スコット・カルマン

Thomas Scott Kallman

Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. 
Chairman & President

エドアルド・ギル・エレホステ 

Eduardo Gil Elejoste

日本酸素ホールディングス株式会社
常務執行役員 経営企画室長※

諸石 努
※  アジア・オセアニア各社の事業推進などを
統括するため、経営企画室に豪州・アジア
事業統括部を設置しています。

サーモス株式会社
代表取締役社長

片岡 有二

日本酸素ホールディングスグループ（現在）の体制

大陽日酸株式会社

→P.90

→P.94

→P.98

→P.102

→P.106

日本ガス事業　 
大陽日酸株式会社グループ
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売上収益　

8,182億円

営業利益（IFRS）　

888億円

日本ガス事業

6,008人

アジア・オセアニア事業

4,377人

欧州ガス事業

2,912人

米国ガス事業

4,401人
サーモス事業

1,333人

その他※

326人

海外

国内

日本酸素ホールディングスグループの特徴

連結従業員数　

19,357人※

※  特定のセグメントに区分できない当社グループ
の管理部門及び技術部門に所属している者

※ 当該連結従業員数は、グループ各社の2021年3月31日時点の数値であり、後述の非財務情報（→P.137、P.181）と集計方法が異なります。
セグメント別売上収益

日本ガス事業 
3,389億円
米国ガス事業 
1,899億円
欧州ガス事業 
1,600億円

アジア・オセアニアガス事業 
 1,053億円
サーモス事業 
239億円

事業別売上収益

● 産業ガス

● エレクトロニクス

● サーモス

18%

3%

79%

展開している国と地域　

30

国内関係会社　

139社

海外関係会社　

167社
産業ガス 
グローバルマーケットシェア　

4位

海外売上収益比率　

56.1%

国内外に事業展開する 

グローバル企業グループに成長
産業ガス事業では、Praxair, Inc.の欧州事業の一部の買収（2018年12月）や、Linde 

AGの米国におけるHyCO事業の買収（2019年2月）など、M&Aを積極的に展開して
きました。現在は日本、米国、欧州、アジア・オセアニアのグローバル4極体制を確立 

しています。サーモス事業も国内外に生産・販売ネットワークを構築しています。

12,758人
65.9%

6,599人
34.1%
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 2005  2007 2006  2008  2009  2010  2013 2011  2014 2012  2016  2019 2015  2018 2017  2021 2020 （3月期）

日本会計基準（J-GAAP） 国際財務報告基準（IFRS）
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日本酸素ホールディングスグループの特徴

積極的な設備投資とM&Aを通じて

世界に広がる
The Gas Professionals
1910年、日本酸素HDは日本酸素合資会社として創業。以来、日本の産業の発展に貢献してきました。 
そして1980年代に入り、すでに国内市場でトップメーカーとなっていた当社は、 
さらなる成長の可能性を海外市場に見出します。シンガポールと米国を皮切りに、中国などのアジアへ進出。 
2000年代も米国などで積極的にM&Aを重ね、2018年には欧州進出を果たしました。 
日本酸素HDグループの進出エリアは世界30の国と地域に広がっています。

2005～2015

売上高（億円）
2016～

売上収益（億円）

1910 1978 1980

2004

2008
2020

日本工業化の幕開け
創業者・山口武彦が、空気を原料とする
酸素の日本国内での生産・供給に、社会
的重要性と将来性を見出します。当時の
日本銀行副総裁だった高橋是清（のちの
内閣総理大臣）がこの考えに関心を示し、
ほかの日銀役員とともに出資を決め、日
本酸素合資会社が設立されました。

1918年
東洋酸素設立

1935年
酸素を製造するためのASU（空気分離装置）を、 
当社で初めて国産化に成功

1946年
大陽酸素設立

1964年
「オンサイトプラント方式」の第1号工場を開設し、 
大量のガスの安定供給が実現

1970年代
電子材料ガスの開発にいち早く着手し、 
エレクトロニクス市場での地位を確立

産業ガスだけではない 
新たな事業分野へ拡大
低温液化ガスの貯槽製作のための真空
技術や特殊溶接技術を応用し、1978年
に世界初のステンレス製真空断熱魔法
びんの商品化に成功します。現在も 

「THERMOS」ブランドとして世界中で 

愛用される製品が誕生しました。

海外市場へ進出
国内トップメーカーとして歩み続けていた
当社は、さらなる事業の拡大に向けて海
外市場の開拓を開始。1990年代には、
中国、タイ、フィリピン、台湾、ベトナムに、
2000年代には、インド、インドネシア、
ミャンマーに進出しました。

高度な技術で 
新たな市場を開拓
独自の超高純度酸素深冷分離技術の開
発に成功し、2004年に製造を開始した
「Water-18O」は、がんの早期発見に役立
つPET（陽電子放射断層撮影）診断検査
の検査薬の原料として使用されていま
す。国内唯一のメーカーとして、さまざま
な医療現場などに供給しています。

グローバル展開加速
1980年代から開始した海外市場への進出
は、2000年代で加速していきます。2018

年には米国産業ガスサプライヤーPraxair, 

Inc.（現 Linde plc）の欧州事業の一部を買
収し、本格的に欧州へ事業進出しました。
こうして、海外売上高比率は50％を超える
段階になり、グローバルでの事業ネットワー
クを構築することができました。

グローバルな 
事業ネットワークを生かして、 
さらなる飛躍へ
2020年10月1日に純粋持株会社体制
に移行し、商号を日本酸素ホールディン
グス株式会社に変更しました。グローバ
ル4極＋サーモスの体制で、さらなる成長
をめざして挑戦していきます。

1978年
世界初のステンレス製真空断熱魔法びん 
を商品化

1982年　
ASEAN各国への事業展開を図り、 
シンガポールにNational Oxygen Pte. Ltd.を設立

1995年
大陽酸素と東洋酸素が合併し大陽東洋酸素が発足

1999年
米国のMatheson Gas Products, Inc.と 
Tri-Gas Inc.を統合し、現在の 
Matheson Tri-Gas, Inc.が発足

2004年
PET診断薬原料「Water-18O」の生産を開始

日本酸素と大陽東洋酸素が合併し、 
大陽日酸株式会社が発足

2008年
中国に大連長興島大陽日酸気体有限公司を設立

2012年
シンガポールの産業ガス・溶接機器メーカーである 
Leeden Ltd.を買収

2015年
豪州の産業ガスマーケットの開拓を図り、産業ガス 
ディストリビューターRenegade Gas Pty Ltdを買収

2016年
フランスの産業ガスサプライヤーAir Liquide S.A.から 
米国の産業ガス事業の一部、ならびに関連事業資産を買収

2018年
米国の産業ガスサプライヤーPraxair, Inc.の 
欧州地域の産業ガス事業の一部を買収

2019年
ドイツの産業ガスサプライヤーLinde AGの 
米国のHyCO事業を買収

2020年
持株会社体制に移行し、商号を変更するととも
に、かつての｢大陽日酸株式会社｣の商号は、 
新たに設立した日本事業会社に継承
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策定の背景と今後について
このグループ理念とグループビジョンは、2020年
10月に持株会社体制へ移行する際に、日本酸素
HDグループの存在意義に基づいて、見直しまし
た。また、世界各地で働く当社グループの社員と
共通の理解につながるよう、英語を原文として、
より簡潔で明瞭な表現を選びました。

　今後は、この理念やビジョンの下で、グループ
総合力のさらなる発揮のために、グループ内での
活発なコミュニケーションを通じて、お客さまをは
じめとするあらゆるステークホルダーの皆さまに、
少しでも多くの価値を提供していきたいと考えて
います。

日本酸素ホールディングスグループのめざす姿  
私たちが大切にしている理念

日本酸素HDグループの理念とビジョンをグループの一人ひとりが理解して、 
一つひとつ実践していくことが、私たちのめざす姿である 

「The Gas Professionals」につながると考えています。

グループ理念

グループビジョン

The Gas Professionals

私たちは、革新的なガスソリューションにより社会に 

新たな価値を提供し、あらゆる産業の発展に貢献すると共に、 
人と社会と地球の心地よい未来の実現をめざします。

We aim to create social value through innovative gas solutions  
that increase industrial productivity, enhance human well-being  
and contribute to a more sustainable future.

「進取と共創。ガスで未来を拓く。」
Proactive. Innovative. Collaborative.
Making life better through gas technology.
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未来への想い
グローバル4極＋サーモスでともに働く仲間、グローバル
従業員に一言コミットメントを書いてもらいました。

大陽日酸（株）
関西支社業務部
甲斐 彩子

Nippon Gases Italia S.r.l.
Business Support

Paolo Ronzi

Leeden National Oxygen Ltd.  
Gas Sales 

Janice Lee

日本液炭（株）
関東支社 営業部 営業課

高橋 隆太

サーモス（株）
技術部 技術開発課
坂本 昌隆

Matheson Tri-Gas, Inc.
Risk Management 

Kelvin Dixon

Western International Gas & Cylinders, Inc.
Operations

Stephen Thompson

サーモス（株）
営業部 西部支店九州営業所

角田 英之

Matheson Tri-Gas, Inc.
Finance & Accounting

Lisa Kratz

サーモス（株）
営業部 営業統括課
木橋 佳奈

Nippon Sanso Ingasco, Inc. 
Sales & Marketing Department

Maricar D. Santos

Nippon Sanso Taiwan, Inc. 
Logistics Division

徐 仁基

Matheson Tri-Gas, Inc.
Human Resources

Marisa Reyes

アイ・エム・アイ（株）
貿易・ロジスティック部

島田 栄美子

持続可能
な開発の

 

創出に貢
献する。

効率

Vacuumtech Philippines Inc.
Technical Division Tech Admin Department

Rubylyn Sandoval Manalo

Nippon Gases Belgium NV
Procurement

Ann Schauwers

実現させる！

大陽日酸ガス＆ウェルディング（株）
関西支社 営業部 営業Ⅰ課　

石崎 雄大

新たな探
究を志し

たなら、

日々絶え
ず新しい

ことを 

追究し続
けなけれ

ばならな
い。

一緒に頑
張りまし

ょう！

偉大であることを追い求めよ！

Nippon Sanso Vietnam JSC
Long Son Factory

Pham Van Huu

CÓ CÔNG MÀI 
SẮT, CÓ NGÀY 

NÊN KIM

根気よく
物事を続

けて 

いれば最
後にはき

っと 

成功する
。

積極的
に主張

する

考えろ！

“思考！”
大连大阳日酸气体有限公司
销售部（Sales Department）

杨 迪

Nippon Gases Espana S.L.U.
HSEQ - Safety

Cristina Gómez

私たちは素晴らしいチームです！

Continental Carbonic Products, Inc.
Operations

Sally Perez

チームワークと献身

Think positive at all times

日本酸素ホールディングス（株）
法務室 コーポレート法務課

土野 宏明

日本酸素ホールディングスグループのめざす姿
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はじめに
 

世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染
症により、お亡くなりになった方々へ深い哀悼の
意を表します。現在、罹患されている方々には
心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早
い回復をお祈り申し上げます。また、各地で懸
命に医療行為などに従事されている方々をはじ
め、感染拡大防止に日々尽力されている皆さま
に敬意を表し、深く感謝申し上げます。
　さて、私は2021年6月、代表取締役社長 

CEOに就任しました濱田敏彦と申します。
1981年に当社（当時・日本酸素）に入社し、
2002年に米国・Matheson Tri-Gasのエグゼク
ティブバイスプレジデントに就任し、2005年ま
で米国で勤務していました。
　新型コロナウイルス感染症の拡大は、世界中
で人々の生活様式を一変させました。また、気候
変動や食糧問題など、私たち人類を取り巻く社
会課題に改めて向き合うこととなりました。世界
が大きく変化していくとき、私たちに何ができる
のか。そう問いかけつつ、より明るい未来を築く
ために、貢献していきたいと考えています。

当社の経営体制

日本酸素HDは2020年10月に持株会社体制に
移行しました。その前は、日本の事業会社（当
時・大陽日酸）が日本国内を中心に、米国、欧州、
アジア・オセアニアの各事業、及びサーモス事業

を運営する体制でしたが、当社グループの事業
運営は、日本は大陽日酸グループ、米国は
Matheson Tri-Gasグループ、欧州はNippon 

Gases Euro-Holdingグループ、サーモス事業は
サーモスグループの4つのグループで構成され、
アジア・オセアニアについては域内の各社を持株
会社が直轄管理する体制となり、日本、米国、欧
州の各ガス事業会社のトップ3人は取締役会の
メンバーとなっています。
　この体制に移行した背景は、権限委譲による
意思決定スピードの向上と適切な経営資源の
配分、事業執行責任と実績の明確化、そして、
各地域の特徴や優位点を共有展開したグルー
プ総合力の強化です。先ほど触れました新型コ
ロナウイルス感染症においても、各地域で感染
拡大の状況が異なります。また、ビジネス自体
が消費地立地という特徴がありますから、地域
ごとの事業環境に精通した各社が意思決定の
裁量を持つことで、迅速で効率的な経営につな
がると考えたためです。
　日本酸素HDグループは1980年代はじめに日
本から世界に進出し、積極的に設備投資とM&A

を進めてきました。2018年12月には、Praxair, 

Inc.の欧州事業の一部を買収しましたが、当時在
籍していた人財はマネジメント層を含め、当社グ
ループへ入っていただきました。これまでの事業
運営体制を維持した上で、事業環境に適した機
動的な経営判断ができるように、事業プラット
フォームを整備しています。ここ数年では、退職者
は定年退職による5人と聞いており、その離職率
からもPMI（Post Merger Integration：買収後統

高い視座と広い視野を持って、新しいことに 
チャレンジすることにやりがいを感じられる、 
そのような企業グループでありたいと考えています。

代表取締役社長 CEO

濱田 敏彦

CEOメッセージ

18 19NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATIONINTEGRATED REPORT 2021 INTEGRATED REPORT 2021

WHO WE ARE ?



合プロセス）は順調に進んでいると考えています。
　また、取締役会とは別に、事業執行層では、各
地域事業会社及びサーモスと、月例の業況報告
ミーティングを行っています。アジア・オセアニ
ア地域の事業についても、当社経営企画室豪
州・アジア事業統括部とともに、現地とコミュニ
ケーションを取っています。ただ委ねるだけでな
く、グループ全体の意思疎通を図る体制を整え、
各事業責任者とともに、その説明・遂行責任を
確認しています。
　そして、2021年6月開催の第17回定時株主
総会決議をもちまして、新たに社外取締役とし
て原氏が就任し、これで社外取締役は3人とな
りました。また、取締役会の実効性をさらに高め
るために、取締役会議長という役職を設置しま
した。これらを通じて、多様な変化に柔軟に対応
できる経営体制の下で、より一層、企業価値の
向上につながると期待しています。

新型コロナウイルス感染症の影響

この2021年3月期を振り返りますと、新型コロナ
ウイルス感染症が当社の事業活動に与えた影響
は、非常に大きかったと言えます。
　一方で、私は、産業ガス事業、ひいては需要
家の皆さまが持つ強靭さを信じていました。売

上収益を前年同期と比べますと、第1四半期こ
そマイナスでしたが、その後徐々に回復し、そし
て第4四半期は4％のプラスに転じました。当社
グループの「The Gas Professionals」は、産業
ガスの安定供給に努める一方で、ユーザーの皆
さまもまたコロナ禍から立ち直る経済に向けて
力を注いでいたと思います。
　2022年3月期の事業環境の見方ですが、新
型コロナウイルス感染症対策となるワクチン接
種の進捗率やその効果も不透明であり、今後の
経済動向を見通すことは難しい状況ですが、
2021年3月期の後半からの経済の緩やかな回復
に加え、これから力強い成長が期待できる事業分
野もあり、2022年3月期では、売上収益8,650億
円（前期比5.7%増収）、営業利益965億円（同
8.6%増益）を見込んでいます。

「Making life better」のために

ここで当社グループの掲げる理念についてご説
明させていただきます。産業ガス事業のお客さ
まは、鉄鋼、化学、自動車・造船・機械、医療、食
品・飲料、エレクトロニクスなど多岐の産業分野
にわたります。そして、こうした需要先に向けて、
安全かつ安定的に産業ガスを供給し、ガスソ
リューションを提供することが、グループ理念に
掲げる「The Gas Professionals」だと私は考え
ています。
　「The Gas Professionals」とは、私たちが、
正しい判断で正しく事業拡大をする上での拠り
どころとなる核心的な考え方です。私たちが取
り扱う産業ガスは、さまざまな分野に密接に関
わっています。したがって、産業ガスを中心に事
業を拡大する中で、お客さまを通じて、あらゆる
産業の発展に貢献するとともに、人と社会と地
球の心地よい未来の実現に寄与できるものと信
じています。

　これは産業ガス事業だけではなく、サーモス事
業の基幹製品であるステンレス製真空断熱魔法
びんにも当てはまると考えています。この事業の
発祥は、1978年に当社が世界で初めて割れない
ステンレス製真空断熱魔法びんを製品化したこ
とに遡ります。産業ガス事業で培った真空断熱
技術や特殊溶接技術を応用して開発したもので、
保温・保冷のために電気やガス、その他のエネル
ギーを必要としない、環境にやさしい製品です。
断熱技術と、ユニークな生活快適発想を柔軟に
組み合わせて、夢ある暮らしの創造に向けた製品
をつくるとともに、商品のライフサイクル全体で
一貫した環境負荷の低減に取り組み、豊かさと
環境が両立する社会の実現をめざしています。
現在も、サーモスは、省エネルギーによる環境保
全の代表選手である魔法びんのパイオニアとし
て守り育ててきた断熱技術と、ユニークな生活快
適発想を柔軟に組み合わせて、夢ある暮らしの
創造に向けたこだわりの製品をつくり続けていま
す。「Making life better」。これはグループ理念
の英文版の一節ですが、この想いは、サーモス事
業も含めたグループ共通の価値観と言えます。

カーボンニュートラル社会の 
実現に向けて

「Making life better」を実現するための喫緊の
重要課題として、カーボンニュートラルへの対応
が挙げられます。当社を含め、2050年までに脱
炭素社会を実現するためには、多くの知恵と努
力が必要です。その中で、これまで私たちを含
む産業ガスサプライヤー各社では、温室効果ガ
ス、とりわけCO2を「炭酸ガス（液化炭酸、ドライ
アイス）」として、精製（製造）・供給に携わること
で、炭酸ガスのハンドリング技術を磨いてまいり
ました。

　また、カーボンニュートラルに向けた戦略の進
む欧州で展開しているNippon Gases Euro-

Holdingグループが推進役となり、米国の
Matheson Tri-Gasグループや日本の大陽日酸
グループも含めた連携組織を立ち上げ、当社グ
ループとしてカーボンニュートラル社会の実現に
向けた事業施策について、目下検討していると
ころです。2050年のカーボンニュートラルとい
うターゲットの下、短期・中期的に当社グループ
でできることを探しています（→P.70）。
　近年、環境にやさしいエネルギー源として、水素
ガスの利活用が注目されています。水素ガスの供
給・ハンドリング技術では当社グループは、燃料
電池自動車（FCV：Fuel Cell Vehicle）の燃料とな
る水素供給インフラの分野で、水素ステーション
（定置式・移動式）を開発・販売しています。また、
当社は2019年2月にLinde AGの米国のHyCO

事業（天然ガスなどから水素や一酸化炭素を分離
し、石油精製や化学産業向けにオンサイト方式で
供給する事業）を買収していますが、これにCCUS

（Carbon dioxide Capture, Utilization and 

Storage：CO2の回収・有効利用・貯蔵）の技術
や知見を組み合わせることで、経済的なブルー
水素※を大量に製造することができ、水素社会
の早期実現に貢献できると考えています。さら
に、カーボンフリーのエネルギーの一つとして、
アンモニア（NH3）も注目されています。その効
率的な利活用技術の開発も視野に入れる必要
があります。「The Gas Professionals」として、
進取の気概でお客さまの声を敏感にとらえて、
パートナー企業との共創を図り、多面的なアプ
ローチをしていきます。
※  天然ガスなどを原料としてつくられる水素のうち、生産時に排出され
るCO2をCCUSで回収している種類の水素であり、水素生成の観点で
見ると、CO2は排出していないと見なすことができる。
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グローバル4極でベストプラクティス
を共有し、最適な資源配分を実現

当社グループは、産業ガス事業において、産業
ガスを製造・供給する技術だけでなく、長年にわ
たり培ってきた、さまざまな基盤技術があります。
プラント設計、製作からメンテナンスまでを行う
プラント・エンジニアリング技術、産業ガスを安
全に安定的に供給し続けるガス・ハンドリング技
術、産業ガスをさまざまな分野に応用するガス・
アプリケーション（ガス利用）技術です。これらを

通じて、産業ガスに関わるあらゆる面に対応する
ことができます。そして、その顧客対応体制を日
本、米国、欧州、アジア・オセアニアの4極で展開
しています。
　エレクトロニクス事業は当社グループのさらな
る成長を牽引する重要な事業の一つであると考
えています。日本、北米、東アジアを中心に事業
を展開していましたが、欧州が加わったことで、
より広くマーケットをつかまえていくため、各地
域の事業環境や営業活動、顧客の生産状況、
研究・開発動向などの情報を一元的に管理し、
グローバルで機動的なオペレーションとユーザー
サービスを実現するために、各地域事業会社と
の連携を図っています。

　また、医療、半導体、航空宇宙、原子炉など、さ
まざまな分野で使われているヘリウムガスをグ
ローバルでお客さまへ安定供給するために、権益
や原料の確保から世界各地の幅広い分野の需要
への配分に至るまで、そのグループ内の供給調整
は当社経営企画室グループヘリウム戦略部と米
国のMatheson Tri-Gasのヘリウムガスチームが
共同対応しています。
　権限委譲を通じて、各事業会社の技術・知
見・経験を積極的に活用し、各事業会社の能力
を存分に発揮していく中で、当社グループとして
最適な資源配分を実現してまいります。

DX、R&D、人財戦略について

当社グループが展開する事業の中で、デジタル
トランスフォーメーション（DX）の一例として、空
気分離装置の操業自動化を紹介します。米国で
は、製品の自動発注や自動配車システムが構築
されており、広範囲の供給ネットワークを少人数
で遠隔管理しています。一方で、日本では、関連
法規を遵守しつつ、なるべく省人化された供給
ネットワークの構築に向けて、取り組んでいます。
在庫量、使用量、ガス分析結果等のデータを一
元的に管理し、製造拠点と情報共有し、生産計
画や配送計画と結び付けながら、半自動的にガ
ス供給できるシステムです。また、グローバルに
製造拠点を持つ半導体メーカーに向けては、供
給先地域を跨いで、電子材料ガスの生産、分
析、供給に関する重要情報を即時に共有化する
ことで、品質や生産性の向上のみならず、一つ
のグループとして、クイックレスポンスにつなが
ると期待しています。今後はグループ全体のサ
プライチェーン最適化に向けて、DXを積極的に
活用していきたいと考えています。

　R＆Dについては、策定中の次期中期経営計画
の中で、重点課題に優先順位を付けていくことに
なると思いますが、カーボンニュートラル社会の
実現に向けた取り組みは、これまでになく優先的
に対処すべき課題になると思います。当社が培っ
てきた技術・知見を通じて、さまざまな面からア
プローチできると思いますし、パートナーとなる企
業との共創関係の下で、よりよい社会の実現に
貢献していきたいと考えています。当社グループ
内の役割分担ですが、日本では基礎的な研究・
開発分野を担当し、その他の地域では新たなガ
ス・アプリケーション技術、エンジニアリング技
術、ソリューションの開発を担当しています。
　次に、私が当社グループの人財に求めること
は、「グローバルな視点を持っていること」です。
私自身、米国のMatheson Tri-Gasの事業運営
に十数年関わってきましたが、一時的に日本に
帰国したときなどに、米国だったらこうするだろ
うな、と感じることがよくありました。米国なら、
欧州なら、日本なら…。こういった発想ができれ
ば、それぞれが異なる独自の商習慣にとらわれ
ずコミュニケーションが図れますし、イノベー
ションも生まれるものだと思います。ゆくゆくは
グローバルでの人財交流を盛んにして、数年後
にはホールディングス（持株会社）社内のダイ
バーシティ化も実現していきたいと考えていま
す。また、その国の立場に、より近い感性で判断
できる人、コメントできる人、コミュニケーション
が取れる人が増えていくことが私の理想です。

最後に

当社では、企業体質の充実、成長と強化に向け
た内部留保を意識しつつ、安定的な配当と業績
連動を考慮した配当政策に基づいて、株主の皆

さまへの還元に努めてまいります。この方針に
沿って、2021年3月期の期末配当は、前期比2

円増配の1株当たり16円とし、年間では中間配
当の1株当たり14円と合わせて、1株当たり30

円となりました。次期の配当につきましては、1

株当たり年間32円を予定しております。株主・
投資家の皆さまにおかれましては、今後ともさら
なるご支援、ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
　私たち、日本酸素HDグループは、世界の各地
域で、必要とされる製品とサービスを必要とされ
るお客さまに安全に安定的に提供していく中で、
グループビジョンにある「人と社会と地球の心地
よい未来の実現」をめざしています。事業を通し
て、お客さまやステークホルダーの皆さまと協力
しながら、よき企業市民となるように努めます。当
社グループの社員一人ひとりが、「The Gas 

Professionals」としての気概と広い視野を持っ
て、新しいことにチャレンジすることにやりがいを
感じられる、そのような企業グループでありたい
と考えています。

2021年9月
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はじめに
日本酸素HDのCFOとしての私の最優先事項は、当社グループ
の財務の健全性と持続可能性を確保することです。これらの優
先事項を達成するために私が考えるアプローチは以下の2点で
す。1点目は、有価証券報告書における正確な報告、強力な内
部統制環境の維持、適切な資金調達と運転資本管理、株主に
対する適切なコミュニケーションの提供など、財務の基礎と言え
る部分に焦点を当てることです。強固な財務基盤を確保するこ
とに加えて、2点目として、ビジネスにおいてのベストプラクティ
スの展開、継続的な生産性の改善、設備投資の分析・優先順位
付け、ROCE（使用資本利益率）の向上、有利子負債の削減、ひ
いては持続可能な未来へのさらなる貢献など、長期的な戦略的
改善をサポートしていきたいと思っています。
　ここで私の経歴について簡単に触れます。私は1993年から
1996年までCPA（公認会計士）として会計事務所に勤務したの
ち、米国Praxair, Inc.（以下、Praxair）でさまざまな財務部門の
ポジションを20年以上経験しました。この期間、財務のほかに
も情報技術、調達、生産性改善、オペレーショナル・エクセレン
ス、コンプライアンスなどの取り組みも定期的に担当していまし
た。その後、2017年にスペインのマドリードを拠点とする欧州
PraxairでCFOに就任し、2018年12月の大陽日酸（当時）の買
収を機に籍を大陽日酸グループに移しました。そして、2020年
10月1日付で東京を拠点とする日本酸素HDのCFOに就任しま
した。
　当然、CFOとしてコストの削減など、守りの戦略を取ることは
もちろんですが、私はそれよりも過去の経験と責務を踏まえ、生
産性の向上や無駄の削減を進めることをより重視しています。
グローバルビジネス全体でこれらの取り組みを推進することが、
会社の収益性、効率性、財務健全化、及び株価の向上につなが
ると考えるからです。ほかの経営チームのメンバーにもこれらの
取り組みをサポートし、推進してもらいたいと思っています。

当社の従業員の特徴と事業への貢献
2021年3月期は、序盤から新型コロナウイルス感染症のパンデ
ミックが始まったにもかかわらず、日本酸素HDグループの約2

万人の従業員が非常に献身的に事業に貢献してくれました。私
たちのチームは生産的であり、これまで蓄積された専門知識を
活用して、安定生産、安定供給を担保するためのたゆまぬ取り
組みを実行しました。コロナ禍での彼らの素晴らしい仕事を通
じて、当社が事業を展開している30の国と地域の人財が、当社
の最も重要な資産であることを再確認しました。コロナ禍にお
いては、事業を行うほぼすべての地域で当社は不可欠なサプラ
イヤーと見なされていました。当社の製品が、医療、製薬、食品
加工及び包装、電子機器、石油化学精製、輸送など多くの市場
を通じて社会に貢献しているためです。2021年3月期は、社会
にとってこれら重要な製品を製造し、サービスを提供することで、
当社従業員にとっては試練でありながらも成功を収めた年度に
なったと考えています。

財務パフォーマンスと日本酸素HDの強さ
上述したとおり、日本酸素HDグループは、これまでに類を見な
い困難な年度であったにもかかわらず、必要不可欠な製品を社
会に供給することにより、2021年3月期を堅調な業績で終える
ことができました。2021年3月期の売上収益は3.8％、営業利
益は5.4％減少しましたが、親会社の所有者に帰属する当期利
益は3.5％、フリー・キャッシュ・フローは2.4％増加し、調整後ネッ
トD/Eレシオは1.45倍から1.15倍に減少しました。この結果は、 
第1四半期の低迷を考えると大きな成果でした。

　パンデミック関連の政府規制や世界的な製造業の減速を考
慮すると、上半期は厳しい状況にありました。しかし、社会にとっ
て重要な商品を供給するという当社のビジネスの性質上、上半
期の下振れリスクの影響は限定的でした。下半期は、主要地域
での工業生産活動が回復傾向に転じ、経済社会全体が改善し
たことと、当社の従業員チームが献身的に顧客への安定した供
給と配送に尽力したことにより、当社の業績も大幅な回復を遂
げることができました。

Ortus Stage 2の総括と主な成果
日本酸素HDの中期経営計画Ortus Stage 2は、2017年4月1

日から2021年3月31日までを対象期間としており、2021年3月
期をもって終了しました。当社は、この中期経営計画で定めた目
標に向かって大きく進歩し、今後の継続的な成長と成功に向かっ
て進む土台を築きました。
　中期経営計画の主要な目的の一つは、積極的な海外への事
業規模の拡大により日本経済への依存を軽減し、多様化を推し
進めることでした。当社は、2件の重要なM&A戦略を通じて、こ
のグローバル多様化に向けた取り組みを達成しました。1件目
は非常に大規模な欧州の産業ガス事業の買収です。当時、当
社にグローバルのフットプリントがなかったことを考えると、これ
は非常に大きな成果だったと思います。欧州子会社はのちに
「Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.」と社名を変更しまし
た。2件目は米国におけるHyCO事業の買収です。これらの
M&Aの成果により、売上収益及びコア営業利益の50％以上を
海外事業が占めることになりました。

2020年3月31日
期首キャッシュ

営業活動による 
キャッシュ・フロー

設備投資・投融資 その他 
（投資キャッシュ・ 
フロー関連）

長期負債返済※2 短期負債返済※2 通期配当支払 その他※3 
（財務キャッシュ・ 
フロー関連）

2021年3月31日
期末キャッシュ

※1 IFRS会計基準に基づいて作成した連結キャッシュ・フロー計算書を内部管理の指標として再構成した項目
※2 キャッシュ支払金額を記載
※3 為替影響、リースによる支出、投資の取得による支出、短期借入金の純増減額などを含む

日本酸素HDグループの 

財務健全性と持続可能性を 

優先事項としてとらえ、 
有利子負債の削減とROCEの
向上をめざします。

執行役員 財務・経理室長 兼 CFO

A
アラン・デビッド・ドレイパー

lan David Draper

CFOメッセージ

キャッシュ・フロー（通期累計）
コロナ禍の事業環境下でも十分なフリー・キャッシュ・フローを創出し、確実に配当金・金利を支払い、負債の削減を実行

フリー・キャッシュ・フロー※1

895

1,000 910

76
121

259
529

607

1,492

10

（単位：億円）
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CFOメッセージ

　中期計画計画Ortus Stage 2には、事業密度の向上と供給
規模の拡大という挑戦的な目標も含まれていました。当社は、当
期間中に米国及びアジア・オセアニア地域で10基以上のオンサ
イトプラントを建設することにより、供給面と顧客面での密度向
上を高めることに成功しました。これらのプラントの立ち上げは、
事業全体を変革させることになりました。
　Ortus Stage 2のもう一つの目標は、エレクトロニクス市場に
おける当社の供給能力と地位を向上させることでした。この目
標の達成のために、多額の設備投資と電子材料ガス生産ライン
の拡大が実行されました。また、サプライチェーン・ネットワーク
の改善にも注力しました。顧客からの信頼性が高まるにつれ、
品質確保のための分析技術、物流倉庫、貯蔵設備などへの設
備投資も増やしました。要約すると、私たちはトータルガスマネ
ジメント機能を拡張することで、顧客の生産プロセスの要求に
対して、より幅広いサポートを提供することが可能になりました。
　また、当社は2020年10月をもって持株会社体制に移行し、大
規模な構造改革を完了しました。日本酸素HDのCFOとして初め
て日本で働くことになった私としては、この変革で当社グループ
がグローバル化への船出を迎えたと感じています。当社は30の
国と地域に事業拠点を持ち、日本国内の経営陣による意思決定
を行う典型的な日本企業から、日本に本社を置く強力なグロー
バル企業へと転換しました。移行期に経営陣はグループ会社に
グループ理念とグループビジョンを周知するとともに、意思決定
スピードを向上させるために、権限を委譲しました。さらに、持株
会社は、全社的に適切な経営資本配分を担保しています。この
グローバルな体制により、各リージョンやグループ各社が保有し
ている能力や才能をより適切にとらえることができます。そして、

組織全体で知識と経験を活用し、グループ総合力を向上させる
ことが可能になります。私たちはすでに、グループ全体への改善
をもたらす事業面や生産性向上でのベネフィットに加えて、より
迅速な意思決定プロセス、よりグローバルに注力することについ
ての経験を積んできています。グローバルチームの知識と経験
を活用するチャンスはあふれており、今後何年にもわたって当社
グループにプラスの利益をもたらすと感じています。Ortus 

Stage 2の期間中に達成した事例はほかにも多くありますが、こ
れらは私が注目に値すると感じたものです。
　Ortus Stage 2の財務指標につきましては、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響を受け、売上収益、コア営業利益が目標
を下回り、困難な結果となりました。しかし、キャッシュ・フロー
は引き続き堅調であり、有利子負債を計画以上に削減すること
ができました。調整後ネットD/Eレシオは1.15倍に低下し、2019

年2月に欧州及び米国のHyCO事業を買収した後に設定された
1.27倍という修正目標を下回っています。これらを踏まえ、
2021年6月18日の株主総会での承認を経て、配当を年率7％
増額しました。

重要経営指標：調整後ネットD/EレシオとROCE

前述のとおり、私は当社の財務健全性と持続可能性を優先事項
としてとらえています。私が重視しているのは、キャッシュ・フ
ロー、有利子負債削減、設備投資の統制、利益成長率、生産性
の改善、サステナビリティです。これらの取り組みをうまく管理
できれば、調整後ネットD/Eレシオは低下し続け、ROCEは上昇
します。なお、上述の2件の大規模な買収に必要な6,800億円
の資金調達の結果、当社の負債比率はマイナス影響を受けまし

た。しかし、当社の強靭なキャッシュ・フローを活用して、有利子
負債を削減し、調整後ネットD/Eレシオを大型買収前の水準であ
る0.8倍程度まで削減していきたいと考えています。当社のビジ
ネスは大きな資本を必要とするため、資本に関する説明責任を
高め、経済的要件に従ったコスト削減のための生産性プログラ
ムの導入、リードタイムの短縮、グローバルへ意識の中心を置く
ことにより、ROCEを向上していきたいと考えています。

セグメントのパフォーマンスと機能強化
グローバル4極での地域事業とサーモス事業では、事業内容と
収益性の構造が異なります。収益性の違いの一部は、労働法、
長期にわたる契約関係、商慣行、または他社との競争環境の違
いによるものです。5つの事業セグメントすべてに事業を改善す
る機会があります。各事業をより深く研究することで、業績ベー
スでの目標を推進するための知識を得ることができます。例え
ば、世界市場のネットワーク全体でエンジニアリング・アプリケー
ションを共有することで、新たな地域でビジネスを獲得したり、こ
れまで生産性改善プログラム、プロジェクトが存在していなかっ
た国にそれらを導入したりするなど、改善のためのビジネスチャン
スを見出し続けています。具体例としては、スペインの排水処理
に関する専門知識を日本に横展開し、よい結果が得られました。
これは、グローバルでベストプラクティスを共有・横展開し、プロ
ジェクトやアプリケーションに適用できるといった当社グループ
の強みを表しています。また、グローバルで効率化を推進するた
めに、バックオフィス業務の統合・改善にも取り組んでいます。
　私が今後さらに進展させていくべきと考えている分野は、調
達に関する取り組み、無駄のない生産方式、サステナビリティ、

コスト管理、資本規律、オペレーショナル・エクセレンス、及び機
能部門のガイダンスの強化などです。すぐに収益性を改善する
ための簡単なアプローチはありませんが、重要な分野でのイノ
ベーションを先導するために、専門性を持った有能な人財を配
置していく必要があることを認識しています。彼らの貢献によ
り、収益性は体系的に改善されると考えています。

資本配分
産業ガスメーカーは多額の設備投資を必要とします。したがって、
日本酸素HDの経営チーム全体にとって、資本配分は最も重要な
機能の一つです。資本は、ビジネス機会と予想される個々のプ
ロジェクトの収益に基づいて割り当てられます。すでにサステナ
ビリティに関する複数のプロジェクトが動いていますが、マイルス
トーンや財務指標を使用し、これらのプロジェクトがどの程度当
社に利益をもたらすのかを常に監視しています。
　社会にとって重要な当社の製品と経済回復力のある市場のか
け合わせは、強靭で回復力のあるキャッシュ・フローを生み出し
ます。ただし、資本配分を優先することが重要です。したがって、
私たちは常に安全で信頼に足る運転資本、大規模な成長プロ
ジェクトへの投資に使用される資本、M&Aの機会及び有利子負
債と現金の適切な管理を優先し、バランスを取っていきます。

最後に
2021年3月期は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り、従業員、顧客、サプライヤー、彼らの家族、地域社会にとっ
て未曾有の事態となりました。しかし、私たちのチームの団結力
はより強固になり、ともに困難を乗り越え、より強靭なビジネス
モデルを採用することで、すべてのお客さまに信頼性の高い製
品を安定的に供給できるサプライチェーンを確保しました。私が
将来的にチャンスになるととらえている分野は、当社と顧客双方
のためのカーボンニュートラルで持続可能な取り組み、アジア・
オセアニアでのプレゼンスの拡大とさらなるエレクトロニクス市
場の強化、生産性と調達機会の向上、革新的なアプリケー
ション、ITとデジタルの変革と強化、ベストプラクティスの適用
拡大などです。業績向上に加えて上記の分野での成長を図るこ
とで、当社はより強靭で、より成功し、より社会にとって価値が
あり、よりサステナビリティに貢献すると同時に収益性の高い企
業になることができると信じています。

中期経営計画Ortus Stage 2総括

2017年3月期 
通期

2018年3月期 
通期

2019年3月期 
通期

2020年3月期 
通期

2021年3月期 
通期

2021年3月期 
計画値

（初年度） （第2年度） （第3年度） （最終年度） （2019年2月発表）

売上収益（億円） 5,815 6,462 7,403 8,502 8,182 9,100

コア営業利益※1（億円） 547 600 658 903 872 1,000

　コア営業利益率（%） 9.4 9.3 8.9 10.6 10.7 11.0

海外売上収益比率（%） 40.8 43.3 47.9 55.5 56.1 55.0

ROCE（使用資本利益率）※2（%） 8.4 8.4 6.2 6.4 6.1 7.1

調整後ネットD/Eレシオ※3（倍） ― ― 1.54 1.45 1.15 1.27

1株当たり年間配当金（円） 20 23 25 28 30 ―

※1  営業利益から非経常的な要因により発生した損益（非経常項目）を除いて算出した数値を示しています。非経常項目には、構造改革費用（事業縮小・撤退、特別退職金）、災害や重大な事故による損失、その他（遊休資産の処
理など）が該当します。

※2 ROCE（使用資本利益率）＝コア営業利益 ／［｛（期首自己資本*＋期首有利子負債）＋（期末自己資本*＋期末有利子負債）}÷2］ *純資産から非支配株主持分を控除しています。
※3  調整後ネットD/Eレシオ＝（純有利子負債－資本性負債*1）／（親会社の所有者に帰属する持分+資本性負債*1） *1 資本性負債：ハイブリッドファイナンス*2で調達した負債のうち、格付機関から資本性の認定を受けた額（調

達額の50%） *2 ハイブリッドファイナンス：負債でありながら、利息の任意繰延、超長期の返済期限、清算手続き及び倒産手続きにおける劣後性などの資本に類似した特徴を有しているファイナンス形態。株式の希薄化
を生じさせることなく、一定の条件を満たす場合に、格付機関から当該ファイナンスによる調達額の一定の割合に対して資本性の認定を受けることができます。

純有利子負債

※  ハイブリッドファイナンスに関しては、P.26の注釈*3をご参照ください。

億円 倍

 ハイブリッドファイナンス※（HBF）　  HBF以外の純有利子負債　 
 調整後ネットD/Eレシオ（右軸）

10,000 2.0

8,000 1.6

6,000 1.2

4,000

2,000

0.8

0.4

0 0
2021年（3月期）2020年2019年2018年2017年

3,043

63.3

2,749

63.1

2,500

6,957

1.54

2,500 2,500

000

6,483
6,081

1.45

1.15
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ホールディングス体制移行後の 
変化と成果

ドレイパー  当社は2020年10月に持株会

社体制に移行しましたが、何か変化や成果
はありましたか。
エレホステ  体制移行による成果を語るに

は今は時期尚早だと思いますが、方向性は
はっきりしています。当社グループはグロー
バル企業として、ビジョン、フィロソフィー、
市場戦略や技術戦略、R&D戦略、各種方
針や基準などをグローバルな視点で考えな
ければなりません。これらすべてをグロー
バル視点で考えながら、各事業会社はロー
カルにも活動しなければなりません。もち
ろん、事業展開するすべての地域が、例え
ば、安全、オペレーション効率、技術アプリ
ケーション、R&D、エンジニアリングなどで
最善のアイデアやベストプラクティスを共有
することのメリットは大きく、さらに明らかな
ことにスケールメリットも享受できます。
Think globally, Act locally、といったグ
ローバル化は当社にとって有益であると確
信しています。
ドレイパー  E

エ レ ホ ス テ

lejosteさんとK
カ ル マ ン

allmanさん

は、取締役に就任してから約1年半が経過
しましたが、とりわけ留意しておくべき課題
などはありますか。
カルマン  課題点と言えるかはわかりま

せんが、グループ全体の業績に対する気づ
きや理解が深まったことは、私が管轄する米
国ガス事業を運営する上でも有益でした。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
よって、当社グループの業績は大きな影響
を受けました。当社グループの厳しい状況
を認識し、Matheson Tri-Gas（以下、MTG）
では、グループの業績を支えるために、付加
価値の高いクロスセルを実施しながら、コス
ト削減の徹底とプライシング施策を積極的
に実行してきました。厳しい結果となった第
1四半期から、次の四半期以降では業績が
好転し、グループ全体のパフォーマンスにも
支えられ、パンデミック以前に掲げた当初の
利益目標も達成しました。グループの状況

をより深く認識することが、米国ガス事業と
してできることに注力する大きな動機付けに
もなったと思います。
エレホステ  取締役に就任して以降、特に

課題だと思われる事柄は見当たりません。
しかし、パンデミックが始まったとき、極め
て厳しい第1四半期とそれに続く1年が予
想されましたが、欧州ガス事業は日本酸素
HDの関与の下で、新しい修正予算を迅速
に策定しました。その結果、当初予算の達
成はできませんでしたが、見直し後の計画
では上回ることができました。概して、欧州
ガス事業では、よく規律が取れた形で、円
滑に業務を行うことができています。引き
続き、安全性と顧客満足度の向上に注力し
ていきます。パンデミックに対してしっかり
とした対応ができてよかったです。
カルマン  もう一つ私が思ったことは、私

が取締役会のメンバーとなったことが、MTG

社内のリスクマネジメントプロセスを適正に
整備・確立する上でも役立ったということで
す。もし私が取締役会に参画していなけれ
ば、適正なマネジメント手法の確立やリスク
の特定にもっと時間を要したかもしれません。
ドレイパー  私は、オブザーバーという立場

で取締役会に参加してきましたが、特に人
財やその卓越性の向上に関するテーマにつ
いては、核心的な議論がなされていたと感
じました。私たちが従来とは異なる形で実
行できることは何か、何を改善すべきかに
ついて、活発に議論される中で、優れた人
財を育成し続けることについてのアイデア
も出ていました。幹部人財の再配置や、潜
在能力の高い社員の選抜を通じて、どのよ
うに組織を強化していくべきか、人財に 

対する熱い想いがこもった情熱的な議論で 

した。
カルマン  A

ア ラ ン

lan CFOの言うとおり、常に

人財のテーマは重要な課題です。優秀な人
財に入っていただいて、安全衛生を維持す
ることを意識しながら、事業を推進する準備
を整える必要があります。これがうまくいけ
ば、株主利益にもつながると思います。

ドレイパー  次に、日本酸素HDが各地域に

権限委譲を進める中で、期待される効果と
想定される懸念について、お話しください。
カルマン  各地域に権限委譲を進めるこ

とで明らかに柔軟性とスピードが向上しま
す。当社グループの競争優位性は、持株会
社による強力なサポートの下で、競合他社
よりも速く、各事業会社が戦略的な意思決
定を実行できることです。それゆえ、重要な
買収や資本調達を実施できています。また、
各地域の事業環境に合わせて、競争力の強
化につながる戦略を決定できることも、権限
委譲で得られる効果です。私たちにとって、
時宜にかなった意思決定ができる権限委譲
は、非常に重要な意味を持っています。
MTGの提案する買収スキームにおいて、市
原前社長は極めて洞察力があり、戦略的で
した。買収の機会があれば私たちは迅速に
対応します。事業買収において重要な点は、
迅速かつ縫い目のない統合のプロセスであ
り、新たに加わった組織をより規模の大きな
事業体組織へと統合する中で発生するコス
トを抑えることができます。こうしたことで、
当社グループのM&Aが非常に規律のある
形で遂行されていると考えています。
エレホステ  その地域を熟知するチームがい

れば懸念すべき点は考えられません。熟知
するチームが適切な統率力を発揮すれば自
律的な行動につながります。繰り返します
が、Think globally, Act locallyです。つま
り、一般指針（基本事業計画）を各地域に提
供し、取り巻く環境の変化に応じて、運営を
委任することです。権限委譲により、統率力
を持ち経験・訓練を積んだ有能なチームは素
晴らしい成果を成し遂げることができます。 
カルマン  市原前社長の買収の進め方で

は、買収先の企業が当社グループに円滑に
加われるような形で行えたという点でも理
にかなっています。買収によって、競争優位
性が強化された場合も多く、また、製品の
品揃えの拡充につながったものもあり戦略
的です。すべての買収はうまくいっており、
産業ガスのポートフォリオ全体を見ても、理
にかなわなかった買収はありません。

取締役 
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. 
Chairman & President

エドアルド・ギル・エレホステ

Eduardo Gil Elejoste

執行役員  
財務・経理室長 兼 CFO

アラン・デビッド・ドレイバー

Alan David Draper

取締役
Matheson Tri-Gas, Inc.  
Chairman & CEO

トーマス・スコット・カルマン

Thomas Scott Kallman

座談会①

日本酸素HDは、2020年10月にホールディングス体制へ移行しました。
グローバルな企業集団として、さらなる成長が求められる日本酸素HDグループにおいて、 

取締役Thomas Scott Kallman、取締役Eduardo Gil Elejoste、そして執行役員 CFOのAlan David Draperは、
当社グループのグローバル化と組織の発展に向けて、大切な職責を担っています。ここでは、この3人が、

2020年10月1日以降の新たな事業運営体制、取締役会の果たすべき役割、グループ内の意思決定のあるべき姿、
そして、社員を含めたステークホルダーとともに歩む未来について語り合います。

グローバル展開する産業ガス企業となった

私たちのビジョンと未来

トーマス・スコット・カルマン エドアルド・ギル・エレホステ アラン・デビッド・ドレイパー
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「The Gas Professionals」 
の意味とは？

グローバル4極＋サーモスの 
シナジー強化に向けて 

ドレイパー  組織における企業文化の重要

性についての考え方を聞かせてください。
欧州、米国のそれぞれの事業会社において
どのように企業文化を醸成してきましたか。
エレホステ  Nippon Gases Euro-Holding

（以下、NGE）は、多様で包摂的な、オー
プンマインドな組織だと思います。社員全
員が自らの考えを発言できる風通しのよさ
があり、率直にコミュニケーションができる
オープンな組織です。上手に広範囲にわた
るコミュニケーションを取れれば、相手の考
え、要求を理解できますし、社員はよりメン
バーシップを発揮しようと思うでしょう。そ
うなれば、社員はもっと楽しく働けますし、
会社が努力していることを理解し、彼らもよ
り一層の努力をするでしょう。これがNGE

の企業カルチャーです。それは安全性や
コンプライアンスとともに、私たちが持って
いると信じている文化です。
ドレイパー  では、米国ガス事業の強み、そし

て当社グループの強みは何だと思いますか。
カルマン  当社グループに関しては、大陽

日酸におけるASU（空気分離装置）の設計・
生産に不可欠なエンジニアリング能力が強
みであり、米国でのネットワーク構築におい
ても、米国側の仕様要求に柔軟に対応して
くれています。すでにプラントエンジニアリン
グセンターで設計・据付された16基のASU

を設置しました。これらプラントは起動がし
やすく電力効率もよく、素晴らしい設計で
す。概して、日本の企業は意思決定において

慎重過ぎるというイメージがありますが、私
は何年も旧・大陽日酸、そして日本酸素HD

とともに働く中で、好機が訪れた際のレス
ポンスはとても速かったことを身をもって経
験しています。そのことは、MTGが過去15

年、成長軌道を続けられた大きな要因の一
つでもあります。MTGの強みは、重要な優
先課題に集中し、時宜に応じて優先事項が
変化した際にも、適宜、方向転換を実行でき
る組織であることです。MTGは、基本的な
安全プロセスにフォーカスしています。そし
て、品質プロセスにも焦点を当てており、そ
れはコスト削減施策を牽引しています。安全
性と品質面におけるプロセスと手順を重視し
ていることが利益成長を支える基盤になって
います。もちろん、営業面でもプロセス・手
順は必要であり、しっかりと確立されていま
す。私たちは、米国の産業ガス業界において
一番簡潔で効率的な営業モデルを有してい
ると思います。
エレホステ  NGEは非常に経験豊かな人財

と経営陣に恵まれていると思います。また、
欧州の主要な競合他社が展開するどんな商
品とも対抗できる非常に幅広いラインナップ
を有しています。多くの競合他社に比べて、
迅速に動き、かつシンプルに解決することが
できます。収益性の面でも、価格や高い生産
性を背景に良好な実績を上げています。前述
した企業風土の中でも、安全性とコンプライ
アンスには重きを置いており、効率的かつ迅
速で、非常に顧客を重視した組織です。お客
さまからは、他社がやらないことまでやろうと
してくれるとのコメントをよく頂戴します。欧
州で非常に大きな事業機会となるのが、カー

ボンニュートラルへの取り組みです。ここにも
強くコミットしており、将来に向けた事業機会
を確実にとらえていきたいと思っています。
ドレイパー  ほかのグループ企業の社員との

交流についてはいかがですか。受けた印象
や、そこから得た学びを聞かせてください。
カルマン  私が交流したことのあるすべて

の地域で、社員エンゲージメントの高さと熱
意に感銘を受けています。事業全体の改善
のために努力している社員、基礎的な部分
から正しいことをしようと努力している社員
の姿が強く印象に残っています。最近の例
では、E

エ ド ア ル ド

duardoさんが言及したサステナビ
リティに挑戦する姿勢が印象的です。また、
グループ各地域が傾注する優先事項が安
全性、コンプライアンス、品質という点で
揃っていることにも同じくらい納得しました。
日本酸素HDの経営陣や取締役会が、これ
らの必須事項の重要性を強調してきたこと
が反映されています。
エレホステ  NGEは、米国HyCOチームとの

協業を始めましたが、極めて良好な関係で
す。また、私たちは多くのヘリウムを引き
取っているため、米国ヘリウムチームとも常
に連携しています。加えて、電子材料ガス
では、米国、日本、東南アジアとも連携して
います。日本とは、ガスアプリケーション技
術や積層造形（AM）、廃水処理、燃焼技術
など、エンジニアリング分野でも協力してい
ます。東南アジアでは、生産性向上プログ
ラムに取り組んでいます。近ごろ、日本酸
素HDでは、グローバルなカーボンニュート
ラルチームを立ち上げました。世界規模で
各地域との相互作用は継続的であり王道

です。私たちは皆お互いに学んでいます。

持続的成長を支える 
「The Gas Professionals」

ドレイパー  各事業会社において、リーダー

に求められる重要な資質は何でしょうか。
カルマン  未来のリーダーは、多数の地

域・文化を超えて意思疎通を図れる能力を
備え、高いコミュニケーション力を持つこと
が必要であると思います。加えて、さまざま
な情報が錯綜する中で、「何が本質的な問
題なのか」ということを洞察できる能力も求
められます。優先順位に焦点を合わせるだ
けでなく、技術をはじめさまざまな領域で、
会社の競争優位性となりうる新しい機会を
積極的にとらえていくような、事業の潜在
的な機会を認識できる力も備えておく必要
があります。最後に、リーダーは変化に柔
軟でなければなりません。自ら変化を経験
するだけでなく、落ち着いて変革を牽引す
る。ときに変化がチームに苦難を強いても、
チーム全体を変革していくことに前向きで
なければなりません。
エレホステ  優れた人財（才能があり多様で

インクルーシブなメンバーで構成されたチー
ム、徹底的に訓練された人財、熱意にあふれ
た人財など）が、安全性、コンプライアンス、
環境意識、顧客重視、業績、その他すべての
基盤であると確信しているリーダー。そのよ
うなリーダーは一歩ずつチームの能力を引き
上げてくれる過程を確立し、業績を強く意識
した社内文化に貢献してくれます。リーダー
はこの過程において各チームや組織内の優

れた人財、それぞれのメンバーの適性を見極
め、各々に適した対応を心がけてくれます。
戦略的思考力と、それを実践する行動力をバ
ランスよく持ち、前向きに考えることができ、
同時に月次、四半期ごとに結果を残せるリー
ダー。その直近の例としては、コロナ禍で採
用された施策が挙げられます。人員削減や
事業規模の縮小といった短期的なコスト削減
ではなく、成長の機会と買収を探し続け、投
資を続けました。これは組織にとって非常に
動機付けとなり、パンデミックの嵐の最中で
さえ適切なバランスを保っていました。
ドレイパー  リーダー論ということですと、私

はここ日本で約8カ月、濱田社長とともに仕
事をしてきました。濱田社長は、産業ガス業
界における豊富な経験とエレクトロニクス業
界に関する深い洞察力、そして社内でのデ
ジタルトランスフォーメーション（DX）推進に
向けた強い意欲を持っていて、当社グルー
プの中にDXやエレクトロニクスを取り込むこ
とで、より効率的・効果的になるとお話され
ています。濱田社長のキャリアや国際的な
経験は、当社グループに新たな視点をもた
らすと思います。当社グループは、グローバ
ル化への戦略を着実に実行していくことで、
さらに強化され、よりよい方向に進むことが
できると信じています。一つお伺いしたいの
ですが、当社グループでは自らを「The Gas 

Professionals」と称しています。お2人はそ
の意味するところをどう解釈していますか。
エレホステ  非常に素晴らしいタグラインだ

と思っており、私は言葉どおりに受け止めて
います。私たちはガスプロフェッショナルで
あり、それこそが、お客さまやサプライヤー、

そしてパートナーの皆さまから見た私たち
の姿です。私たちは、実績に裏付けられた
信頼に足る組織を通じて、高品質な製品・
サービスを安全にかつ絶やすことなくお届
けするプロフェッショナルだと思っています。
カルマン  非常にシンプルに言うと、プロ

フェッショナルであるということは、やると
言ったことをきちんとやり遂げる、有言実行
であるということです。社内はもちろん、社
外のお客さまに対してのお約束を厳守する
ことです。多様な産業ガス、設備、そして関
連するアプリケーションや専門技能に関し
て、お客さまにとっての主要なサプライヤー
として、私たちのグループを見ていただきた
いと思います。そうなることができれば、株
主価値の増大・向上という結果につながっ
ていくと思います。
ドレイパー  ありがとうございます。私はこ

のタグラインを、商業的な側面だけでなく、
私たち一人ひとりが日々従事するすべての
業務においても、プロフェッショナルであれ、
という意味だと解釈しています。財務分野、
人事分野、情報通信分野などそれぞれの
立場において、ガスプロフェッショナルとし
て、会社内で、そして会社のために、ベスト
を尽くすということです。
カルマン  そのとおりだと思います。それこ

そが私たちが一つのチームとして成長するた
めの最も大切なポイントです。与えられた役割
の中で、誰もがベストを尽くすことが大切です。

グローバル展開する産業ガス企業となった 

私たちのビジョンと未来
私たち一人ひとりが日々従事する
すべての業務においてプロフェッ
ショナルであれ、という意味だと
理解しています。

プロフェッショナルであると 

いうことは、やると言ったことを 

きちんとやり遂げる、有言実行で 

あるということです。

高い実績に裏付けられた 

適格な組織を通じて、高品質な 

製品・サービスを安全にかつ 

絶やすことなくお届けすることです。
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