
セグメント別 成長戦略

OUR  
STRATEGY

SECTION3
日本酸素ホールディングス株式会社は、日本、米国、欧州、アジア・オセアニア、 
サーモスの5つの事業セグメントが、それぞれの市場特性・地域特性を踏まえた 

成長戦略を実行しています。持株会社体制への移行により、各事業セグメントへの 

権限委譲がさらに進み、よりスピーディーな成長を実現する体制が構築されました。
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At a Glance

日本酸素HDの3つの事業領域である「産業ガス」「エレクトロニクス」「サーモス」は、構成される5つの事業セ
グメントによって運営・推進しています。各地域の市場特性を的確にとらえながら、各地域で培ってきたノウハ
ウや強みを横展開し、グループ総合力の強化をめざします。

ガス：
● パッケージ　● バルク　● オンサイト　● LPガス（プロパン、ブタン）　● 特殊ガス（電子材料ガス等）

機器・工事ほか：
● ガス関連・プラント（供給設備、空気分離装置等）　● エレクトロニクス関連（配管工事、不純物除去精製装置等）　● 溶接・溶断関連（機器・器具類、溶接棒ハードグッズ等）

事業概要 主要な製品・サービス（製品別売上収益） 主要顧客・製品用途

日本ガス 
事業

大陽日酸株式会社グループ
産業ガスの国内市場で約40％のトップシェア。グ
ループ内のR&D・エンジニアリング機能の中核を担
い、顧客要望に対応できる体制を整えています。日
本全国に張り巡らされた供給網と、高効率な生産工
場の安定操業を通じて、ものづくりを支えています。

• 産業ガス事業
例： 鉄鋼メーカー （溶接など）、 
化学メーカー（石油化学、ゴム
など）、自動車メーカー（部品、
燃料など）、病院（がん診断など）

→詳細はP.38をご参照ください。

• エレクトロニクス事業
例： 半導体・液晶・太陽電池メー
カーなど

→詳細はP.42をご参照ください。

米国ガス 
事業

Matheson Tri-Gas, Inc.グループ
全米最大の経済規模を誇るカリフォルニア州や、石
油産業が盛んなテキサス州・ルイジアナ州などの製
造業が集積された主要地域を中心に、産業ガスの供
給ネットワークを構築しています。2019年には、旧
Linde AGからHyCO事業※の一部を買収し、製品ラ
インナップの拡大も実現しています。
※  石油精製や石油化学向けに水素と一酸化炭素をオンサイトで 

供給する事業

欧州ガス 
事業

Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. 
グループ
イベリア（スペイン、ポルトガル）、イタリア、ドイツを
中心に13カ国で事業を展開し、安定的で効率性の
高い事業基盤を構築しています。スペインではヘル
スケア、イタリアでは冷媒、ノルウェーでは養殖向け
酸素供給など、成長機会をとらえた幅広い分野で事
業を展開しています。

アジア・ 
オセアニア 
ガス事業

アジア・オセアニア地域グループ各社
産業ガス事業では、豪州、シンガポール・マレーシア
を含めた東南アジア諸国、中国、インドで、エレクト
ロニクス事業では、中国、台湾、韓国を中心に展開
しています。グローバルな半導体メーカーが集中し
て進出している東アジアは、当社グループにおける
エレクトロニクス事業の重要な注力エリアです。

 

サーモス 
事業

サーモス株式会社グループ
日本のサーモスを中心に、世界120カ国以上に
「THERMOS」ブランドの製品を出荷しています。産
業ガス事業で培った真空断熱技術をはじめとするさ
まざまな技術と創造力で省エネルギーに貢献すると
ともに、快適なライフスタイルを実現する製品を通じ
て、新たな価値を提供しています。

• サーモス事業
例： 一般消費者（家庭、スポーツな
ど）、食品メーカー

→詳細はP.46をご参照ください。
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日本の研究開発拠点で深めた知見やテクノロ
ジーをグループ内で共有し、各地域でのマーケッ
トニーズに対応できる体制を整えています。

メキシコ湾に面した石油化学産業向けに、
Matheson Tri-Gas, Inc.グループの大型の空気
分離装置を設置し、オンサイト事業を展開してい
ます。

安全に安定的に効率よく供給するために、そし
て輸送に伴う温室効果ガスの削減をめざし、生
産性を意識した運営を徹底しています。

東アジアでは、厳格な品質管理及び安全・安定
供給を両立する優れたサプライチェーンを構築
し、半導体製造プロセスで材料として使われるガ
スを生産しています。

ステンレス製真空断熱魔法びん 真空保温調理器「シャトルシェフ」
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機会とリスク
日本ガス事業の置かれた事業環境、今後の事業運営にあたり、投資判断に重
要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。な
お、文中における将来に関する事項は、2021年3月31日現在において当社グ
ループが判断したものです。

成長機会 •  カーボンニュートラル推進に伴う、保有技術（燃焼、炭酸ガス回収など）
の展開可能性の拡大

•  SDGs実現に向けた諸活動（エネルギー効率化／海洋資源保護／ 
フードロス削減など）による、酸素、窒素などの産業ガスの用途拡大

•  経済安全保障による国内半導体産業強化に伴うビジネスチャンスの拡大
•  産業構造の高度化に伴う、当社新規事業分野（AM事業、同位体・ 
標識体事業、バイオ事業など）のビジネスチャンスの拡大

•  DX活用による革新的な生産コスト低減の実現によるビジネスチャンス
の拡大

リスク •  電力料金などの上昇によるエネルギーコストの増加
•  温暖化ガス排出量削減に伴う基幹産業（鉄鋼、石油化学など）の統廃合、 
海外移転、製法転換による産業ガス需要の縮小

•  物流業界における働き方改革や人手不足による物流コストの増加
•  自然災害による生産、物流拠点の事業停止
•  巧妙化するサイバー攻撃によるサプライチェーンの障害

日本ガス事業

事業概要
創業以来110年以上にわたり、日本国内産業の発展に貢献すべく高品質の産業ガスを生産し、これらガスが持つさまざまな効
能・効用を提供することで私たちは事業展開を進めてきました。国内経済の成熟化による需要・生産活動の減退や少子高齢
化に伴う労働人口の減少など、現状の日本経済・社会を取り巻く状況と鑑みると、国内における高い経済成長率を期待するこ
とは難しくなっています。
　一方、高い技術力と徹底した安全・品質管理を武器にグローバル市場において、今後も高いプレゼンスを維持し続ける産業
分野はいくつもあります。これら産業界からの要請に応えていくことが、これからも私たちの変わらぬミッションです。こうした産
業の発展と拡大に貢献していくために、私たちがソリューションプロバイダーとして、ガスの持つポテンシャルを最大限に発揮し
国内産業の発展に貢献することで、事業価値の最大化を図るとともに、事業の生産性・効率性の向上を強く推進していきます。

2021年3月期の実績 

今後の展望 

2021年3月期では、新型コロナウイルス感染症拡大による経
済活動停滞の結果、セパレートガスの販売量が減少し、売上
収益は前期比4.8%の減収となりました。そのような状況に
おいて、エレクトロニクス関連市場向けにおいては、電子材
料ガスの増販に加え、客先工場のスマートファクトリー化に対
応した新たなガス供給システムである「IGSS（インテリジェン
ト・ガス・サプライングシステム）」をはじめとする関連機器の
販売が好調であり、この分野における事業環境は好調です。

日本経済はコロナ禍によって大きな影響を受けましたが、
2022年3月期は回復局面から正常化に向けた動きが始まっ
ていると考えています。産業ガスの需要回復に対して適切に
キャッチアップするとともに、アフターコロナや、カーボンニュー
トラルを見据えた新たな産業活動に対して、事業機会の探索
と実現を図っていきます。
　具体的には、生産・投資活動が活発な東アジアや日本国
内のエレクトロニクス産業の成長を取り込むことと、エネル
ギー多消費型産業に向けてエネルギー効率向上の提案活動
や、AM（Additive Manufacturing：積層造形）事業、MAP

（Modified Atmosphere Packaging：ガス置換包装）などの
ガス・アプリケーションに引き続き注力するとともに、生産・

拠点
事業別売上収益割合売上収益及びセグメント利益の推移

 売上収益（左軸）　  セグメント利益（右軸）  産業ガス（  メディカル　  エネルギー：LPガス）
　  エレクトロニクス
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物流におけるコスト低減活動やバルクガスビジネスにおいて
新たな価値の創造による事業基盤の再強化を進めることで、
日本ガス事業の収益力を高めていきます。

AM技術開発のグローバル中核拠点として、AMアドバンスドルームを山梨研究所内に開設

　また、メディカル事業においては、大陽日酸グループの 

アイ・エム・アイ株式会社で、病院向けの高性能人工呼吸器
が大幅な出荷増となりました。厳しい状況下においても、産
業ガス事業の基盤強化に加え、ガステクノロジーを起点とす
る新たな事業領域の開拓に注力し、新型コロナウイルス感染
症によるネガティブな業績影響を最小限に抑えつつ、顧客課
題の解決策として、ガス及びガス関連機器を提案することで、
収益基盤の強化を図りました。

主な事業実績

沿革

••  国内主要工業地帯における産業ガスの 

オンサイト（パイピング）供給 

••  国内大手鉄鋼メーカーへの産業ガスの安定供給 

••  半導体・液晶など日本のエレクトロニクス産業向
けに窒素ガス・電子材料ガス等のガスとサービ
スをトータルに提供するTGC（トータルガスセン
ター）の展開

••  PET診断薬原料である「18O安定同位体標識水」
を、深冷分離方式にて大量生産する体制の構築 

1910 日本酸素合資会社 創立（創業）

1918 東洋酸素設立

1935 国産初の空気分離装置を完成

1946 大陽酸素設立

1954 国内初の液化酸素のバルク事業を開始

1964 オンサイト事業を開始

1995 大陽東洋酸素発足 
 （東洋酸素と大陽酸素が合併）

2004 大陽日酸発足 
 （日本酸素と大陽東洋酸素が合併）

2020  持株会社体制への移行に伴い、日本事業会社
として新たな出発

本社
支社／営業所
研究所
空気分離装置
特殊ガス製造拠点
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日本ガス事業

新型コロナウイルス感染症への対応 

サステナビリティと収益の両立に向けた取り組み 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、主要顧客である鉄鋼や化学、金属加工などの生産活動が低調に推移したこと
から、日本ガス事業においても影響が少なからずありました。一方、エレクトロニクス事業においては、半導体、液晶などの製
造が堅調だったことにより、電子材料ガス、機器・設備ともに好調な業績となりました。
　また、コロナ禍による緊急事態宣言下においても、政府・医療機関からの緊急納入要請などを受け、高機能人工呼吸器の出
荷に努めてきました。産業ガス事業のお客さまは裾野が非常に広く、コロナ禍による経済・産業活動の停滞による業績への影
響を最小限に抑えることができました。また、さまざまな感染防止策を講じた上で、徹底したコストダウンを図るなど収益の確
保に努めました。

当社はTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）に賛同
し、気候変動に関する財務情報開示を積極的に進めていくと
ともに、ICP（インターナル・カーボン・プライス）を投融資実
行計画の意思決定を行う際の一つの判断材料として採用す
ることで、カーボンニュートラル社会の実現に向けた社内体
制を整備・強化しているところです。
　こうした取り組みを通じたSDGs（ESG）の推進そのものが、
企業のサステナビリティと収益の両立につながると考えます。
企業にとって、SDGs推進と収益は対立概念ではなく、この
両立なくして企業の社会的存続意義は発揮できないと考え
ます。
　産業ガスは広く地球上に存在する元素を取り扱い、その効
能、機能を提供することで、さまざまな産業の発展に貢献し
てきたことから、SDGsとの親和性が高い産業であり、この特

性をさらに広く発揮することが求められていると考えていま
す。特に、カーボンニュートラル実現に向けて、酸素、水素、
アンモニア等の有効活用のための技術開発を進めるととも
に、これらによる事業機会を取り込むことで、サステナビリ
ティと収益の両立をめざします。

サプライチェーン

•  動画による営業情報の提供や、メールマガジンによる製品
情報の提供

•  ウェブを活用した新たな顧客とのコミュニケーションの構築
•  外部関係者との接触遮断や時差出勤の実施
•  生産中断を回避するための、新たな勤務体制やチーム編成
の構築

•  ガスボンベや医療機器の非接触による配送及び回収など衛
生管理の徹底

組織運営

•  2020年2月に新型コロナウイルス感染症対策本部を発足
し、対処方針や就業の基準を策定し、従業員に速やかに展
開するとともに感染者数の増減や政府等の要請など状況変
化に適応し、対応策を適時更新

•  テレワークの導入と社内外問わずウェブ会議の積極的な活
用推進。また、子どもの育成・安全に係る社員のため臨時措
置の延長を決定

•  「人にうつさない」という強い意識の下、産業ガスの基盤機
能の維持業務については必要最小限の人員で対応

•  社員の健康と働く環境を最重要に考え、感染防止対策とし
て海外出張の原則禁止、国内出張も不要不急の出張の原
則見送りなど厳格な対応を徹底

事業責任者メッセージ

iGaaS（industrial Gases as a Service）を 

実践することで、ガス事業のValueの最大化を 

追求していきます。

新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会や産業のみならず、人々
の行動様式にも変化をもたらしています。しかしながら、産業ガス事
業は100年にわたり、産業ガスの供給を通じてあらゆる産業の発展
と、人・地球環境の改善に寄与してきました。酸素が持つポテンシャ
ルとして、地球を構成する元素で総質量が最大であり、資源として枯
渇することはなく、反応性が高いことから、あらゆる物質の化学反応
を促進させることができます。窒素は、地球の大気の78%を占め、
地球のすべての生物にとって必須の元素であり、常温常圧下で極め
て安定的で、沸点は-196℃と極めて低温であり、酸化防止、冷却材
として広く活用されています。さまざまな変化、変容を求められる中
で、私たちは産業ガスが持つポテンシャルを最大限に発揮し、あらゆ
る産業への貢献と社会課題の解決に邁進し続けることが、100年変
わらぬミッションです。そのミッションを追求することが、日本ガス事
業の持続的な発展につながります。具体的な戦略としては、大きく 

2つあり、一つは「産業ガスなど基盤事業の強化」です。お客さまが
産業ガスを利用するのは、産業ガスが持つ効能、機能によりお客さ
まの製品の品質や生産性が高まるからです。「iGaaS（industrial 

Gases as a Service）」をコンセプトに、ガス及び関連するサービス・
機器をソリューションとして提案することで、私たちが提供できる価
値をより一層高めることで、基盤事業を強化し、収益力の向上をめざ
します。
　もう一つは「ガスを起点としたイノベーションを実現することで、新
たな価値や事業領域を開拓」することです。現在も、ガスコントロー
ル技術の発展形として3Dプリンター、バイオ分野、安定同位体、化
合物半導体分野に注力しており、その事業展開に向け、技術・製品
開発のスピードアップを図ります。持株会社体制の中で、私たちは国
内の産業や環境の変化に機敏かつ的確に適合しながら、原点である
産業ガスが持つポテンシャルの最大化を追求していきます。

研究開発部門（R&D）は、真空・高圧・低温・ガスコントロール技
術を基盤とした技術開発により産業界での生産性、安全性、安定
性を向上させるとともに、地球規模で問題視されているさまざま
な課題の解決へ貢献します。
　空気分離技術を深化させるとともに、エレクトロニクス分野で
は新規の材料やプロセス開発をより強化し、ガス・アプリケー
ションでは低温利用技術により再生医療やフードロス対策に貢献
し、酸素富化燃焼技術や炭酸ガス回収関連技術により、「脱炭
素」への取り組みを強化します。

PEC（プラントエンジニアリングセンター）は、日本酸素HDにおけ
る唯一のASU（空気分離装置）製作拠点として、1935年からASU

や極低温・高真空の特殊プラントを、国内外向けに累計1,200台
程度納入してきました。世界4極におけるガス事業に貢献するた
め、プラントエンジニアリングの「The Gas Professionals」とし
て、高性能・高品質を維持しつつ、限界までプラントのコスト低
減・納期短縮を追求し、グローバルでの競争力の強化を図ってい
きます。

責任者コメント

日本酸素ホールディングス（株）取締役 

大陽日酸（株）代表取締役社長

永田 研二

大陽日酸（株）  
常務執行役員 

佐藤 豊幸
プラントエンジニアリングセンター長

大陽日酸（株）  
執行役員 

武内 雅弘
R&Dユニット長

プラント改革により、iGaaSを根底から支えます。 「脱炭素」社会の実現に向けた取り組みを 
加速化していきます。

工業炉におけるCO2排出量削減に貢献するアンモニア燃焼利用技術
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米国ガス事業

事業概要
Matheson Tri-Gas（以下、MTG）は、1927年に半導体特殊ガス製造会社として設立され、1999年に地方の小規模な産業ガ
ス会社であるTri-Gas, Inc.と合併しました。2005年以降、買収や主要な設備投資を通じた垂直統合、製品ライン拡張の戦略
などの実施により、売上収益は4億ドルから20億ドル超に上昇し、推定10％の市場シェアを占めるまでになりました。この垂直
統合によって、パッケージ、バルク及びオンサイトの産業ガスの全供給体制を整え、関連する流通及びアプリケーション機器を
お客さまに提供できるようになりました。さらに、パッケージガス製品を補完するアセチレンや、食品加工業者をサポートする食
品冷凍装置、ドライアイスといった製品を幅広く提供しており、米国と韓国には、エレクトロニクスと半導体特殊ガス事業にお
いて世界に通用する生産施設を有しています。

2021年3月期の実績 

今後の展望 

2021年3月期に追求した戦略
MTGは、私たちの仲間たち、お客さま及び私たちが事業を展
開している地域社会の安全とよき暮らし（ウェルビーイング）
に特に重点を置いています。2021年3月期の最初の4カ月
は、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大により、米国ガ
ス事業は営業利益目標を約20百万ドル下回りました。大幅
な減収を受けて、原価管理、価格設定の見直し、新規事業機
会の停止に重点的に取り組みました。

戦略に沿ったイニシアチブ（ビジネス対策）
1,000以上の小規模な地域において、可能な限り仕入れ価

私たちのビジネスの成長を支えているのが、安全と品質です。
MTGのコスト削減プログラムは、積極的なコストダウン入札
と交渉を通じて、仕入れ価格の上昇を最小限に抑えることに
重点を置いています。現在は、特に人手不足が顕著であるた
め、競争的優位につながる人財の確保を最終目標として、採
用プログラムに注力しています。とりわけ、優秀なドライバー
と営業担当者の採用に尽力しています。
　MTGは、さまざまなガスの使用用途、特に金属加工や食品
加工の分野でお客さまをサポートしています。主要な製品にお
いては、エレクトロニクス及び電子材料ガス、ヘリウム、HyCO、
そしてオンサイト＆パイプライン供給が含まれています。

拠点

機会とリスク

買収、設備投資の機会、サステナビリティへの取り組み及びエレクトロニクス分野の
拡大は、引き続きMTGに前向きな影響をもたらします。ディスラプション（創造的破
壊）、競争、変化のスピードへの対応といった従来のビジネス上の脅威はありますが、
おそらく最大のリスクは、現状に対する安住と、対応可能な機会またはリスクに対処
できないことです。これまでMTGはこれらの脅威によく対処してきましたが、今後も
同様に取り組みます。

成長機会 垂直統合の取り組みを強化し、マーケットシェアの拡大に努めます。また、ド
ライアイスやHyCO事業など大幅な成長が見込まれる分野への投資を実施
していきます。さらに、医療用酸素や食品加工分野など、経済情勢に左右さ
れにくく、社会にとって欠かせない市場領域にも注力していきます。

リスク MTGは、経済的リスクとサイバーセキュリティリスクという2つの主要なリス
クを特定し、それらリスクの影響を最小限に抑えるため、プロジェクトチーム
で対応しています。経済的なリスクに対しては、コスト管理、価格設定及び
キャッシュ管理によって対応しています。サイバーセキュリティリスクに対し
ては、業界のベストプラクティスを取り入れ、脆弱性を検出し必要な対策を講
じるため、定期的な「防衛」対策を試みています。

　今後は、資金管理の改善と営業キャッシュフローに重点を
置くことが重要となります。資金管理は、特に売掛金と在庫
管理において重要なイニシアチブです。
　安全・品質管理チームの再編成によって営業範囲が拡大
し、各地域のチームをよりサポートできるようになりました。
また、採用担当を2つのチームに再編成し、一方はドライバー
の採用を担当し、もう一方は営業、経営管理の職位の採用
を担当します。

格の値下げ、旅費の削減、物流の最適化に重点を置いて活
動しました。また、安全性、信頼性、あるいは顧客サービスに
必要不可欠な職務でない場合には、従業員の退職に対して
は新たな人員を配置しませんでした。収益性の低下を埋め合
わせるために、複合的にコストの回収と価格設定の対策を実
施しました。事業部門の営業チームとともに経営幹部による
販売戦略の見直しを60回以上実施し、2021年3月期に売上
と利益を生み出す可能性のある新規事業を推進しました。こ
れらの営業努力と、売上利益の回復により、MTGは当初の
営業利益予算を達成することができました。

事業別売上収益割合

 産業ガス（  メディカル　  エネルギー：LPガス）
　  エレクトロニクス

9%

91%

売上収益及びセグメント利益の推移

 売上収益（左軸）　  セグメント利益（右軸）

億円 億円
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主な事業実績

沿革

••  米国南部を中心にプラントでのバルクガスと
パッケージガスの供給を推進 

（1992～2004）

••  カリフォルニア州、テキサス州、ルイジアナ
州、ネブラスカ州、アイオワ州において、新
設及び買収によって獲得したASU（空気分
離装置）によるバルクガスの供給を拡大
（2004～2015）

••  Air Liquide S.A.の北米事業資産の一部を
買収したことにより、米国全土へ供給ネット
ワークを拡大（2016）

••  Linde AGのHyCO事業を買収し、水素の
オンサイト供給を開始（2019）

1983 特殊ガスメーカーとして歴史と実績を有する 
 Matheson Gas Products, Inc.を買収し 
 米国でのガス事業に参入
1992 Tri-Gas, Inc.を買収
1999 Matheson Gas Products, Inc.と 
 Tri-Gas, Inc.が合併
2004 Air Liquide S.A.より空気分離装置を 
 6基買収
2006 BOCグループのヘリウム事業、 
 Linweld Inc.を買収
2009  米国の独立系最大のガスディストリビュー

ターであるValley National Gases, Inc.を
買収し、事業エリアが全米へ拡大

2010 米国最大のアセチレンメーカーである 
  Western International Gas & Cylinders, 

Inc.を買収
2014  米国の大手炭酸ガスメーカーである

Continental Carbonic Products, Inc.を買
収し、炭酸ガス・ドライアイス市場へ本格参入

2016 Air Liquide S.A.より空気分離装置を18基、 
 ほか事業資産を買収
2019 Linde AGのHyCO事業を買収

コーポレート本社
空気分離装置
炭酸ガスプラント
亜酸化窒素プラント
事業拠点
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米国ガス事業

新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症に対応するための対策の結果
2020年2月以降、MTGの社員の10％以上が新型コロナウイ
ルス感染症に感染しています。この数値は、米国の平均的な
感染率です。感染は、家族や友人との密な集まりによるもの
が原因です。残念なことに、新型コロナウイルス感染症に感
染した社員のうち2人が亡くなりました。

新型コロナウイルス感染症に起因するビジネス環境の変化
に適応するための対策
2021年3月期は、MTGにとっても日本酸素HDグループ全体
にとっても、困難な1年でした。2020年3月中旬に新型コロ
ナウイルス感染症の危険性が明らかになったため、すべての
管理及びバックオフィス業務をリモートワークに移行しました。
同様に、ASU（空気分離装置）及びHyCO施設の管理をリモー
トオペレーションセンターに移しました。
　私たちは、新型コロナウイルス感染症関連の方針を策定
し、特定の状況を評価することを目的に毎週会合を実施し、
上級幹部による「新型コロナウイルス感染症タスクフォース」
を設立しました。
　また、フェイスカバー、フェイスシールド、ラテックス手袋、
衛生用品をすべての事業所に配布しました。さらに、すべて

事業責任者メッセージ

革新的なガスソリューションを通じ 

社会的価値を創出し、より持続可能な未来への 

貢献をめざしています。

現在、法人税率が変わる可能性、インフレ、労働力不足、そし
て、合理的かつ効果的にサステナビリティへ取り組む最善策
といった点において、当社の事業には多くの不確実性があり
ます。
　新型コロナウイルス感染症の影響がまだ残っており、従業
員がオフィスに戻るためには、安全で生産的な取り組みを評
価しなければいけません。従業員、お客さま、コミュニティの
安全と、ステークホルダーに対して財務的な責務及びサステ
ナビリティに対する義務を果たすことが私たちの優先事項で
す。2021年の好業績により、2021年3月期も事業を継続的
に成長させることができました。経済は急速にコロナ禍以前
の状態に戻りつつあります。売上収益と営業利益は改善しつ
つあり、予期せぬ事態を除けば、事業は財務目標の達成に向
けて順調に進んでいます。
　2019年、MTGはサステナビリティの格付評価に向けて、
CO2排出量、水の消費量、有害廃棄物の発生量の測定を開
始しました。データのベースラインを確立し、電力効率と燃料
効率を高め、水の消費量と有害廃棄物の発生を最小限に抑
え、可能な場合は両方をリサイクルすることで改善に努めま
す。そのほかの取り組みとしては、浪費削減と効率化をめざ
すコスト削減プログラムと、Nippon Gases Euro-Holding

が使用している人事管理プラットフォームの実装が挙げられ
ます。これらの実践的なアプローチによって、MTGはサステ
ナビリティへの責任を果たし、競争力、収益性、そして株主価
値を向上させます。
　私たちの最優先事項は安全であり、これはベストプラクティ
スと手順の実施、そして関連する継続的な改善への取り組み
に基づいています。次の優先事項としては、品質と優れたカ

スタマーサービスの提供が挙げられます。これら2つの分野
における強固なパフォーマンスにより、持続可能性と成長に
つながる結果を出しています。サステナビリティに取り組むこ
とで、電力、燃料、水の消費効率が大幅に改善され、コスト改
善につながり、日本酸素HDのビジョン実現にも貢献していき
ます。さらに、競争力が高まることで、安全性、品質、サステ
ナビリティへの投資が可能となり、シナジーの連鎖で最終的
には事業の成長へとつながります。また、成長に特化した取
り組みとして、ASU（空気分離装置）とドライアイスの生産ネッ
トワークを各地域に落とし込むことに注力しており、これによっ
て我々のネットワークの密度が上がります。すでにサービス
を提供している市場のさらなる成長と、新規に参入をめざす
市場での成長を両軸で進めていきます。特に、強固なオンサ
イトビジネスの開発と、HyCOビジネスのグローバル展開を
検討しています。
　MTGのビジネスモデルには、事業費の管理と、コスト削減
の全社的な取り組みが含まれています。これらの基盤と併せ
て、売掛金と買掛金両方の現金最適化の支払条件を綿密に
管理しています。これは、価格管理と売上増とともに、債務の
着実な削減に寄与しており、会社の将来的な成長を促進する
買収と設備投資を可能にしています。
　MTGは、「真に重要なことと、何をコントロールできるか」と
いうことに注力しています。これにより、革新的なガスソリュー
ションを通じて社会的価値を創造し、産業の生産性を向上さ
せ、人々のウェルビーイングを高め、よりサステナブルな未来
に貢献することを目的としています。
　MTGは、今後も、日本酸素HDのビジョンとステークホル
ダーの皆さまとともに歩んでいきます。

増えゆく投資需要に対応し、安全かつ信頼性の高い投資の実行を確実にす
るためには、体制のさらなる増強が必要です。
MTGには、今後起こりうる課題への対応とサステナビリティへの取り組みの全体像を示すことが、お客さま
から求められています。特に近年では、サステナビリティへの取り組みに関心が集まっています。お客さま
からは、サステナビリティに関する進捗状況の実用的な当社の測定方法を高くご評価いただいており、この
重要分野での成果こそが浪費の削減、ひいては事業コストの削減に寄与することから、お客さまは当社のこ
うした取り組みを喜んでサポートしてくださるはずです。また、MTGの垂直統合戦略により、顕著な事業の
成長・拡大が可能になりました。私たちが継続的に計画している設備投資の見通しでは、増えゆく投資需
要に対応し、安全かつ信頼性の高い投資の実行を確実にするためには、体制のさらなる増強が必要です。
　リモートワークを行っている当社の場合、依然として高い生産性を維持していますが、在宅勤務や新型
コロナウイルス感染症の長期化については熟慮を要します。リモートワークで得た視点が減退していく局
面では、新たな管理人財の継続的な開拓をめぐってさまざまな課題が生じるものと予想しています。
　全体として、2021年3月期は課題にうまく適応できましたが、引き続き対応が必要になると思われます。
強いコミットメントによって、MTGは今後も成長を続けていきます。

日本酸素ホールディングス（株）取締役 

Matheson Tri-Gas, Inc. Chairman ＆ CEO

トーマス・スコット・カルマン
Thomas Scott Kallman

Matheson Tri-Gas, Inc. 

Executive Vice President and CFO

スティーブ・フォスター
Steve Foster

CFOコメント

MTGは、アンテロープバレー病院に新規の
バルク医療用酸素システムを設置しました。
このシステムは、南カリフォルニア全域の、
病床不足に瀕した患者さまを救済すること
を目的としています。

の生産拠点と配送拠点において、ソーシャルディスタンスの
確保とマスクの着用を徹底しています。
　こうした状況は、全社間で毎週共有されました。また、社内
及び顧客・サプライヤーとの打ち合わせはウェブ会議が通常
となり、出張費が大幅に削減され、時間の節約にもなりまし
た。一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大による不況に
関連した自宅待機や解雇はありませんでした。経営幹部によ
るチームへのサポートによって、チーム内で素晴らしい相互サ
ポートが生まれ、それによりコロナ禍前の財務目標を達成す
ることができたと信じています。
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欧州ガス事業

事業概要
Nippon Gases Euro-Holding（以下、NGE）は、欧州市場でプレゼンスを示し、同地域全体で10％、事業を展開している国々
では16％超の市場シェアを占めています。当社グループは、損益計算書、バランスシートとも健全で、さまざまな課題に迅速に
対応できるスリムで機動力に富む水平分散型組織、及び献身的で経験豊富なスタッフを確保しています。当社は、こうした現
状を踏まえ、1）強力なガバナンス、2）優秀な人財、3）基本ビジネスの最適化、4）成長、5）卓越した事業運営の5つの事業戦略
を柱に展開しています。

2021年3月期の実績 

今後の展望 

2021年3月期の売上収益は、ほとんどの事業において健闘
し、特に下期での回復により、NGEの予想を1％上回りました。
•  変動利益は、売上収益、価格設定、生産性の向上により、
予測を0.6％上回りました。

•  強靭な固定費管理により、新型コロナウイルス感染症の予
防に必要な設備、特別なクリーニングサービス及び貸倒引
当金に関連する追加費用が軽減されました。

•  営業利益は、売上収益の増加、限界利益管理、固定費の
節約により、予想を1.2％上回りました。

2022年3月期の売上収益では、前期比7％以上の増収を見
込んでいます。これは、販売数量の大幅増によるあらゆる事
業での回復基調に加え、ガス利用技術（酸素燃焼、水処理、
食品・飲料、養殖、AM（Additive Manufacturing：積層造
形）、カーボンニュートラル、ドライアイス、半導体）による増収
によります。また、ノルウェーでの空気分離装置の新設、アイ
ルランドでの炭酸ターミナルの新設、イタリアにおけるヘルス
ケアJVの完了により、さらなる増収を期待しています。一方
で、医療向けの売上は、コロナ禍の落ち着きによる減少を想
定しています。
　また、営業利益では、前期比18％の成長を見込みます。販
売数量の増加、拡販、生産性向上活動、プライシング（需給バ
ランスに応じた変動料金制と価格見直しの導入検討）に加え、

拠点

機会とリスク
•  主な成長機会は、次の5つの戦略の柱を発展させていくことであると考えます。1

つ目は、安全、コンプライアンス、リスクマネジメント、そして製品とサービスの品
質において業界最高水準であること、2つ目は、卓越したリーダーシップ、最適な
配属と従業員のモチベーションの向上、多様性のある組織づくり、3つ目は、現在
の事業を守り、ガス利用技術をリードして、継続的に市場及び事業ポートフォリオ
の動向を見極めること、4つ目は、脱炭素化と水素、お客さまとともにサステナビリ
ティ目標の達成、地理的拠点の拡大、M&Aの機会検討といった重要な機会をとら
えること、5つ目は、DXを最大限に活用し、サステナビリティでのリーダーシップを
発揮することです。

•  主なリスクは、前述の5つの事業戦略が未達成となることです。そのほかのリスク
としては、グローバル企業への移行の遅延、コロナ禍の長期化とその影響、電力エ
ネルギーの転換が及ぼす潜在的な影響、サイバー犯罪の増加、脱炭素戦略におい
て競合他社に後れを取る可能性です。

固定費管理を継続しつつ、日本酸素HDとの連携強化を推し
進めたいと考えています。

ノルウェーのASU（空気分離装置）プラント

事業別売上収益割合

 産業ガス（  メディカル）
　  エレクトロニクス

3%
12%

97%

売上収益及びセグメント利益の推移

 売上収益（左軸）　  セグメント利益（右軸）
※  2019年3月期の業績は、2018年12月から2019年3月までの4カ月分
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欧州

1,600億円

•  下半期には力強い回復が見られ、売上収益と営業利益はコ
ロナ禍前の同時期と比較して増益・増収となりました。

•  設備投資は予測を3％下回り、すべての事業で優れた回収
活動が行われたため、運転資本は堅調に推移しました。

•  上記の結果を達成できた主な要因は、第一に、新型コロナ
ウイルス感染症から従業員とその家族、お客さま、お取引先
さまを守るために速やかに対応したことです。そして、感染
拡大期の劣悪な環境下においても、病院や医療センターを
はじめとしたすべてのお客さまのあらゆるニーズに応え続
けてきました。

主な事業実績

沿革

••  ベネルクス、ドイツ、アイルランド、イタリ
ア、スカンジナビア、イタリアでの買収を
通じ、2000年以降、事業規模は約3倍に
まで拡大

••  欧州の主要な工業地帯（ベルギー、ドイ
ツ、イタリア、スペイン）にオンサイト 

供給（パイピング）を提供

••  多様な市場のお客さまに向けてカスタマ
イズされたアプリケーション技術を提供す
ることで、欧州全土でのバルク液体供給
を拡大

••  近年、ノルウェーの新規ASUに委託し、 
水産養殖産業をサポート。アイルランドの
液体CO2ターミナルでのCO2供給の最適化

••  顧客重視と生産性の向上は、NGEの業
績の根底にあります。

2018年12月、当社は米国Praxair, Inc.より欧州
事業の多く（ドイツ・スペイン・ポルトガル・イタリ
ア・ノルウェー・デンマーク・スウェーデン・オラン
ダ・ベルギーの産業ガス事業、英国・アイルランド・ 
オランダ・フランスにおける炭酸ガス事業、及びヘ
リウムに関連する事業）を買収しました。現在は
「NIPPON GASES」のブランドで欧州事業を展開
しています。

地域統括会社
地域本社
営業所
空気分離装置
事業拠点
CO2ターミナル
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欧州ガス事業

新型コロナウイルス感染症への対応 

サステナビリティと収益の両立に向けた取り組み 

この感染拡大による厳しさを和らげるために、果たすべき役
割を担い、取り組みを続けています。私たち産業ガスサプラ
イヤーの根本には、「高品質な製品を途切らせない」という思
想があります。「（感染拡大の最悪期でも）24時間365日、安
定供給」の意味は、社会にとって、これまで以上に重要かつ不
可欠なものになったと考えています。
　そのような考えの下、私たちは次の事柄に取り組みました。
• 年度を通じて、職務規律を徹底
•  プラントの安全操業と継続稼働のために、衛生・組織手順
を新たに制定

•  感染拡大の最悪期でも、すべてのお客さまに必要な製品を
供給（特に病院・患者さま向け）

NGEは、産業ガスが、欧州連合の2030年及び2050年気候
変動対策目標の達成に向けた解決策の一つになると考えて
います。当社はCO2と水素の特性、及びそれらの安全かつ効
率的な処理方法に精通しており、その技術を応用し、お客さ
まのCO2排出量削減や、社会全体の環境改善に貢献してい
ます。一方で、NGEは電力を多く消費します。また、陸上輸
送を主要な交通手段としています。
　脱炭素社会に向けて、再生可能エネルギーの使用量を増
やしており、2022年3月期は35％に達する見込みです。低
炭素エネルギーの使用量を含めると、65％に達します。施設
内におけるエネルギー使用削減のため、新しい技術の開発
に対し継続的に投資を行っており、10年間でエネルギー使用
量を8％削減しました。輸送に関しては、環境配慮型燃料や、

走行距離節減のための技術投資を検討しています。2024年
3月期までに、輸送用温室効果ガスの排出量を5％以上低減
する予定です。今後も、サステナブルな社会の実現に貢献し
ていきます。

事業責任者メッセージ

さらなる持続可能な未来に貢献するために、 
「持続可能な開発目標」を設定しました。

NGEは、よりサステナブルな未来に貢献するために、持続可能な
開発目標を設定しました。
•  コーポレートガバナンス、コンプライアンスと企業倫理の遵守
•  地球環境のために排出量削減と廃棄物削減を推し進める
•  社会貢献活動と、社会・お客さまの持続可能性
•  人々にとって、安全かつ多様性のある会社
　NGEは、安全性、コンプライアンス、環境、優れた人財、顧客
重視、業績を優先事項として掲げています。また、NGEは、欧州
産業界の持続的な成長に貢献する、経験豊富で優秀な人財を集
めています。なぜならば、産業は健全な現代社会の重要な柱の
一つであり、ふさわしい仕事、継続的なトレーニング、そしてその
従事する要員の成長機会を提供することだからです。また、産業
界は、イノベーションや研究開発に寄与する主要な役割を担って
おり、各国における輸出の潜在的な基盤になっています。
　2021年、NGEは、全従業員に「従業員エンゲージメント調査」
を実施しました（→P.167）。その結果、81％の従業員が参加し、安
全性（95点）、企業の社会的責任（88点）、多様性（88点）、持続可
能なエンゲージメント（86点）、権限委譲（85点）、グローバル充足
度（82点）、品質（82点）及びコンプライアンス（81点）などの評価
で、どれも80点（100点満点）以上の評価スコアとなりました。ま

た、マネジメント、共創、コミュニケーション、新型コロナウイルス
感染症対策の項目においては、75点以上の評価スコアでした。こ
うした従業員からのフィードバックは、優れた企業に近づいていく
ための方法を示唆しています。NGEは欧州13カ国に拠点を設け、
約3,000人を雇用し、そのうち27％を女性が占めています。今後
5年以内に、女性比率を30％以上にすることをめざしています。
　NGEは、予見される未来に向かう戦略として、「私たちが事業
展開している分野において成長と改善に努める」「まだ私たちが
事業展開していない分野で投資・事業拡大の機会を探る」「私た
ちが現在事業を展開している市場に近接する市場で投資・事業
拡大の機会を探る」の3つの柱を掲げています。
　最後に申し上げます。私は、NGEがチームとして、より賢く、適
応力と革新性を高め、積極的かつ協力して、そして結果的には、
明日への準備を整えて、この1年を終えることができたと思って
います。この特別な年に、私たちは使われていない、または、「眠っ
ている」多くのスキルを高める機会を得られました。これは、私た
ちにとって素晴らしい学びの経験となりました。私たちは、懸命
に働き、革新し、協調し、私たちの最高の技能を引き出すことが
できました。全員にとって、素晴らしい自己啓発の年となったと
思います。

財務健全性の維持と強化に注力するとともに、持続可能性の 
イニシアチブを実施していきます。
新型コロナウイルス感染症は今なお感染拡大が続き、収束への道筋が見えない中、欧州経済は依然とし
て縮小傾向にあります。ワクチン接種のペースは安定しているものの、回復の時期や見通しは不透明であ
り、NGEは、引き続き流動的な対応と将来に向けた事業の変革に注力しています。
　サステナビリティの観点から、非財務指標に関する透明性の向上と、これらの指標を特定・測定する能
力とのバランスを取り、企業がサステナビリティリスクをどのように集計・測定しているかを示すために、
社内外で準備する必要があります。
　これは、ステークホルダーがこの種の情報に関心を持っており、持続可能性の指標と業績との間に直接的な
関連があると考えているため、2023年3月期の開示に向けて取り組む予定です。そのため、欧州の連結ベース
での財務健全性の維持と強化に注力し、株主価値の向上に貢献する生産性、効率性、コスト管理の強化に関す
るさまざまな持続可能性のイニシアチブを実施していきます。

日本酸素ホールディングス（株）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

CFOコメント

アイルランド北部に新しいCO2ターミナルを建設し、トレーラーの輸送よりも効率的な供給が
可能に。これにより、輸送におけるCO2排出量を年間500トン削減できます。

Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.

Vice President &  

Chief Financial Officer

ジャスティン・コーク・メイターズ
Justin Corcho Maters

•  可能な場合の在宅勤務の実施により、全従業員の3分の1

が自宅から勤務
•  リモート会議を通じた、お客さま、サプライヤー、パートナー
とのコミュニケーション

•  先進的で効率的な組織への転換
•  コロナ禍において従業員とその家族、お客さまとサプライ
ヤー、そしてステークホルダーの皆さまを守りながら事業を
運営

•  産業ガス協会とともに、当局や政府機関と協力し、必要不
可欠なガスとサービスを必要な場所へ供給
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アジア・オセアニアガス事業

事業概要
日本酸素HDグループのアジア・オセアニア事業は、1982年にシンガポールに進出したところから本格的にスタートし、その後、
1990年代までにマレーシア、中国、韓国、フィリピン、台湾、ベトナム、タイに進出、続いて2000年代にはインド、豪州、インド
ネシア、ミャンマーに進出しました。シンガポールと中国の地域統括会社では、エリア内のコンプライアンス、保安を一元管理
し、シンガポールではさらに域内のエンジニアリングサポート機能を有しています。事業の特徴としては、ASU（空気分離装置）、
充填所、物流網を配置して基盤事業である産業ガス供給を行っていることに加えて、東アジアにはエレクトロニクス向け特殊
ガスの生産工場、倉庫、販売会社を備え、当社グループのトータルエレクトロニクス事業における重要な役割を担っています。
このエリアはほかと比べ、市場成長率が高く、需要の増加に対応することはもちろん、さらにシェアを向上させるために、今後
も積極的な能力増強投資が必要であり、常にその機会を探求しています。

2021年3月期の実績 

今後の展望 

産業ガス事業では、東南アジア諸国では、積極的な営業活
動、バルクガス生産能力の増強、オンサイト・パイプラインで
のガス供給等を通じて、事業基盤を強化しています。また、エ
レクトロニクス事業では、トータルエレクトロニクス戦略を推
進し、中国（揚州）で特殊ガス工場の新設、価格競争力のある
半導体材料ガスを武器に東アジアだけでなく東南アジア地
域も含めてシェア拡大に努めました。
　地域別では、フィリピンやインドでは、欧州の優れた生産性
向上活動を導入し成果を収めています。中国のバルクガス事

2022年3月期は、産業ガス事業、エレクトロニクス事業とも
に、地域全体で堅調な推移を見込んでおり、増収増益を計画
しています。アジア地域では、バルクガスならびにエレクトロ
ニクス事業における生産能力拡充のため、設備投資を進めて
きました。また、これらの設備投資を背景に、オンサイトでの
大型ガス供給案件対応や、エアセパレートガス以外のガス事
業拡大を計画しています。
　2019年に開始した生産性向上活動では対象国を拡大し、
ベスト・プラクティスの共有による早期の効果発現を図ります。

拠点

機会とリスク
域内で拡大するガス需要に対しては継続的に生産能力を増強する機会があり、
また次々と新しい技術が生まれるエレクトロニクス向け事業では、次世代半導
体向け商品の投入とサイクルが短い製品の生産投資を加速させる必要があり
ます。アジアでは異業種から、もしくは中小ローカル資本での事業参入も多く、
価格破壊が起きやすい環境にあることから、当社グループの安全・安心・安定
した製品供給の価値を常に顧客に訴求して、商権維持及び拡販に対する努力
を惜しまないことが重要となっています。なお、文中における将来に関する事
項は、2021年3月31日現在において当社グループが判断したものです。

成長機会 •  持続的成長が見込める安定市場でバルクガス事業を中心とした 
既存事業の収益確保・拡大

•  成長産業である半導体やバイオテクノロジー分野への販売・投資機会
• 環境に配慮した商材の投入
• 東南アジアの成長市場における経営資源の集中投下

リスク • インフラ面の未整備
• バックアップガスの確保
•  政情で変わる法規制や新興国ならではの資本規制への対応
•  成長地域ゆえの競合他社との激しい受注競争や為替・金利変動リスク
• レアガスやヘリウムの市場価格乱高下
• 年々複雑化して増加するサイバー攻撃、品質事故
• パンデミックによるプロジェクト遅延

また、運転資金管理も強化し、域内の高成長に見合う積極
投資をしながらも有利子負債をコントロールする基盤をつく
ります。
　2020年はコロナ禍により改めてBCPリスクが顕在化しまし
た。地域社会・産業へのガス供給を絶やさないため、Essential 

Businessとして従業員の安全確保を図りつつ事業を継続する
体制強化に取り組みます。

業は、華東・東北の既進出地域における生産能力拡充に向
けた安定的な業容拡大の基盤づくりに取り組みました。豪州
で主力のLPG事業はコスト管理を徹底し、調達コストの変動
に大きく左右されることなく安定的に収益を確保しました。
2019年に豪州で稼働した炭酸・ドライアイス生産設備は順
調に稼働率を高め、収益拡大に貢献しました。生産現場での
改善活動推進による原価の節減･増加抑制マインドが浸透
し、利益率向上に寄与しています。

事業別売上収益割合

 産業ガス（  メディカル　  エネルギー：LPガス）
　  エレクトロニクス

14%

3%

56%

売上収益及びセグメント利益の推移

 売上収益（左軸）　  セグメント利益（右軸）
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1,053億円

主な事業実績

沿革

••  経済発展に応じた産業ガスの供給能力増強に 

より、産業発展に貢献

••  世界の半導体産業が集積する東アジア地域にお
いて、1990年以降各地でサプライチェーンを構築

••  グローバルなエレクトロニクスユーザーの情報を
一元化し、適時適切に必要なガスを提案・訴求で
きる体制「Total Electronics」を構築

••  東南アジア地域を中心に産業機材・安全装具 

事業を展開

••  豪州及びタイでの需要増に応え、工業用ならび
に民生用のLPガス事業を展開

1982 シンガポールに National Oxygen Pte. Ltd.を設立 

1993 中国・大連に大連日酸光明気体を設立、タイの 
 Air Products Industry Co., Ltd.へ資本参加
1994 フィリピンのIngasco, Inc. Philippinesへ 
 資本参加
1995  韓国にMatheson Gas Products Korea, Co., 

Ltd.を設立
1996 台湾に台湾日酸美氣神を設立 

1998 ベトナムのVietnam Japan Gas Co., Ltd.へ 
 資本参加
2002 中国・上海に日酸貿易（上海）を設立 

2003 中国・上海に上海日酸気体を設立
2010 インドのK-Air India Gases Pvt. Ltd.へ出資 

2012 シンガポールのLeeden Ltd.を子会社化 

2013 インドネシアにPT Samator Taiyo Nippon  
 Sanso Indonesiaを設立 

2015 豪州でRenegade Gas Pty Ltdを買収
2016  ミャンマーにTaiyo Nippon Sanso Myanmar 

Co., Ltd.を設立

地域統括会社
事業拠点
空気分離装置

44%
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アジア・オセアニアガス事業

新型コロナウイルス感染症への対応 

サステナビリティと収益の両立に向けた取り組み 

この感染症の感染拡大により、当事業は上半期を中心に大
きな影響を受けました。コロナ禍の中、現地法人各社では、
従業員の安全を図りつつ、各国での社会生活ならびに経済
活動に欠かせない酸素をはじめとする産業ガスの安定供給
という社会的使命に応え、これは現状も変わることなく進め
ています。2021年3月期第2四半期からは中国やベトナムか
ら回復軌道に入り、各国おしなべて新型コロナウィルス感染
症の影響からは脱しつつあります。2021年に入ってもイン
ドやインドネシアでは、感染者が一時期に爆発的に増加しま
したが、この深刻な社会課題に対して現地では、医療用酸素
ガスのフル生産・出荷に取り組み、日本酸素HDグループ全
体では酸素濃縮器の提供、容器の貸し出し、周辺国にある
グループ会社からの緊急輸出に対応しています。  

　コロナ禍で混乱したサプライチェーンへの対応について
は、特にグローバル商材である電子材料ガスについて、日本
酸素HDグループ内で連携して安定供給の維持に尽力して
います。 各国でのテレワーク推進も含むデータ通信量の増
加により、PC、タブレット端末やサーバー需要が増え、エレク
トロニクス向け電子材料ガス需要もそれに連れて急速に高
まりました。 電子材料ガスはコロナ禍以前から米中貿易摩
擦によって米国製品を中国内に供給維持できるかどうかの

アジアにおいては、新型コロナウイルス感染症の感染の波は
依然として続いており、各社は引き続きリモートまたは感染
対策を施した勤務環境での業務を強いられています。それら
を確実に実行しつつ、従業員の安全を確保した上で、顧客へ
の安定供給を継続させています。各国の地域社会への絶え
間ない貢献、地域の顧客・社会からの信頼、従業員一人ひと
りが働きがいのある事業活動を推進することをサステナビリ
ティの中心に据えて取り組んでいきます。
　安全への取り組みは重要施策として変わることなく、その
ための人員増強、安全対策機器の導入などを施し、事故件
数の減少につなげています。今後は安全に加え、カーボン
ニュートラル社会への貢献、水・有害廃棄物の発生量削減な
ど環境対策の面でも人財の育成と配置を図っていきます。
　人財育成活動を通じた従業員の働きがい確保のため、

シンガポールの地域統括会社において人財開発プログラム
を充実させました。定期的なセミナーに選抜メンバーが参加
し、講師役として現地法人の代表者が登壇して実体験に基
づく講演をするなど、現場トップの経営思想を共有する取り
組みを行っています。

事業責任者メッセージ

成長投資を続けながら財務体質を維持向上し、 
グループ全体の企業価値向上に貢献します

アジア・オセアニア事業は、ほかの3地域と比べると未だ成長
途上にあり、また、地域各社が個社レベルで事業活動を行っ
ているため、各社にすべての機能が備わっているわけではな
く、それを行うのは現段階では現実的ではありません。した
がって、シンガポール及び東京からエンジニアリングの支援
を行い、安全についてのサポートを行うことが有効となってい
ます。一方で、市場の成長力はどの地域よりも高く、旺盛な
事業獲得の機会に対し、グループの総合力をもって的確かつ
スピーディーに対応することで今後も高い成長率が維持でき
ると考えています。そのために人財の確保が重要ですが、幸
い優れたローカルの経営層が揃ってきており、支える幹部ク
ラスも年を追うごとに充実してきています。
　本社における当地域管理の難しさの背景として、事業会社
が広範かつ複数地域にまたがっていることがあります。これ
に対しては、域内各社の一体感醸成を企図して日本酸素HD

発足後にグループ経営理念の共通化、思想と各国事情を映

す経営ビジョンの制定、ならびに「NIPPON SANSO」ブラン
ドの浸透を図りました。さらにはITを活用して月次ベースで各
社経営トップとのコミュニケーションを図り、事業環境の変化
に機敏に対応する管理体制を構築しました。
　各社からは毎週のように優良な投資案件が提案されてく
るなど、成長投資の機会は極めて多く、当面、ある程度の投
資負担も覚悟して経営にあたっています。投資するには資金
調達が欠かせませんが、アジア地域での金利水準は先進国
と比べると高く、借入金利の負担が重くなります。したがっ
て、第一に営業キャッシュ・フローの充実を図るための既存事
業の収益強化に取り組み、第二に運転資金管理削減に取り
組みます。各社の債権管理、在庫管理、債務管理においてグ
ループ総合力を活用した最適な仕組みづくりを行い、従業員
全体に資金効率の意識を浸透させます。その結果、成長投
資を続けながらも財務体質を維持向上させていくことを実現
し、グループ全体の企業価値向上に貢献します。

高品質なソリューション提供に向けて、 
顧客・サプライヤーとの関係を構築し続けます。

日本酸素HDのトータルエレクトロニクスグループは、世界の半導体産業に注力してきました。
半導体ガスの製造においていくつか投資を行いましたが、これは当社の事業の成長に大きく
寄与しました。
　当社グループは、世界各国のさまざまな場所の需要を満たすために、ロジスティックス機能
の強化にも注力しています。そして、世界各国すべての場所で基準が一貫していることを保証
するために、製造施設のグローバルな品質・安全システムに対して広範囲な連携が行われて
います。今後、トータルエレクトロニクスグループはお客さまと緊密に協力して、より多くの現
地製品を製造及び調達し、納品時の品質管理を確保していきます。さらに、戦略的アカウント
マネジャーは、当社グループの高品質な半導体ガス、化学薬品、安全性、機器の提供に向け
て、顧客やサプライヤーとの関係を構築し続けていきます。

日本酸素ホールディングス（株）常務執行役員 

経営企画室長※

諸石 努

日本酸素ホールディングス（株） 
経営企画室  

トータルエレクトロニクス戦略 

統括部長

トッド・ディー・ギヴンズ
Todd D. Givens

責任者コメント

L E A D E R S H I P  D E V E L O P M E N T  P R O G R A M M E
C U S T O M E R  F O C U S .  I N I T I A T I V E .

N I P P O N  S A N S O  H O L D I N G S  S I N G A P O R E  

シンガポールで行った人財開発プログラムの様子

※  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。

懸念があり、これには顧客との連携を強化して十分な保安
在庫を蓄積する対応を行ってきましたが、コロナ禍におきま
しては、物流の早期手配や、アジア域内では航空輸送の活
用も含め、旺盛な需要に応えるべく安定供給に努めていま
す。
　組織運営では、各国政府の新型コロナウイルス感染症関連
規制遵守と、従業員とその家族の安全確保を最優先事項と
し、新型コロナウイルス感染症第一波が各国に発生してすぐ
に輪番制やテレワークを導入し、各職場では衛生管理を徹底
しました。パンデミック初期段階で大混乱していた中国内グ
ループ各社向けには全社員と家族分のマスクや防護服を日本
から緊急輸送し、パンデミック下での事業運営をグループを
挙げて支援しました。また、グループ全社で海外出張を原則
禁止としたことに関連し、これまで定款でビデオ方式による取
締役会を定めていなかった会社には新たに規定を追加したり、
エンジ業務サポートをリモートで行ったりして遠隔業務の環境
を整えました。対面会議に代わる定期的なコミュニケーション
としては、毎月リレー方式で各社とビデオをつないで月次報告
会議を開始するなど、ニューノーマルに対応した海外会社の運
営方法を確立し、安全かつ多様化した方法でパンデミック以
前と遜色なく意思疎通を図っています。
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サーモス事業

事業概要
サーモス事業は、日本のサーモスとそのグループ会社により運営されています。サーモスは、生産子会社をマレーシアとフィリ
ピンに、販売子会社を韓国に持っています。また、持分法適用の関連会社が、中国、米国、ドイツなどにあり、それらの拠点を
通じて世界120カ国以上に「THERMOS」ブランドの製品を出荷しています。国内では、商品領域の拡大に取り組んでおり、タン
ブラーやフライパンを中心にした調理用品の製品ラインナップ拡大はコロナ禍におけるライフスタイルと需要の変化にも対応
し、市場でのシェアも拡大しています。また、「サーモスマジック」をブランドコンセプトに据え、魔法びんのパイオニアとして守
り育ててきた真空断熱技術と生活快適発想を柔軟に組み合わせ、新しい価値の創造を続けていきます。

2021年3月期の実績 

今後の展望 

2021年3月期の実績については、2020年初頭からの新型コ
ロナウイルス感染症拡大により、インバウンド需要の消失な
らびに政府、自治体の緊急事態宣言発出による移動制限、
外出制限や学校の休校などによる需要の減退により売上は
減少しました。また、海外工場は感染防止策の工場閉鎖命令
により1カ月から2カ月にわたる生産停止を余儀なくされ、製
品の供給停止も発生しました。そのため、新製品の市場投入
遅延など影響が発生しました。

注力テーマとして、「商品競争力の向上」「商品レンジ・販売
チャネルの拡大」「ブランド価値の向上」を掲げています。サー
モスらしい商品の開発を行い、主力商品のケータイマグの回
復とさらなる成長をめざします。市場が拡大しているタンブ
ラーについては、品揃えを拡大することでマーケットを活性化
し、ライフスタイルとして定着することを目標としています。
　また、コロナ禍により変化した販売チャネルについても、成
長が続いているEC市場への対応ならびにリアル市場の統合
など、販売チャネルの変化へ的確に対応していきます。そし
て、これまで以上に「THERMOS」ブランドの価値向上を図り、
THERMOS製品を持つ喜び、使う喜びを感じていただける施
策を行っていきます。海外市場では、東南アジアでの事業基

拠点主な事業実績

沿革 機会とリスク
好機としては、リアルからバーチャルへのライフスタイルの変化や、環境保護
優先の社会への変化などが挙げられます。一方で、脅威としては、製造のコモ
ディティ化、消費動向の変化（モノ消費からコト消費へ）などを認識しています。
なお、文中における将来に関する事項は、2021年3月31日現在において当社
グループが判断したものです。

成長機会 •  ライフスタイルの変化に対応する調理用品、 
ステンレス製タンブラー類の市場拡大

•  自社ECサイト、直営店等ダイレクトチャネルの売上拡大
•  環境配慮型商品の市場拡大
•  アウトドア市場拡大による関連商品の売上拡大

リスク •  訪日客の減少に伴うインバウンド需要消失の継続
• 行楽やレジャー等、屋外活動の制限による行楽関連マーケットの縮小
• 消費者心理低迷による購買意欲の減退

盤の最適化を行い、新型コロナウイルス感染症収束後の成
長・拡大をめざします。新規事業では本業の強みを生かした
事業を展開し、推進していきます。

地域別売上収益割合

 国内　  海外

15%

85%

売上収益及びセグメント利益の推移

 売上収益（左軸）　  セグメント利益（右軸）

億円 億円

400 100

300 75

200 50

100 25

0 0
（3月期）202120202019201820172016

275 270 279 278
239

251

90
100

83
91

52

72
2021年3月期

サーモス

239億円

　左記により、主力のケータイマグについては大きく販売が
減少しました。そうした中、商品レンジの拡大による家庭用
品需要の創出を進めた結果、タンブラーやフライパンが「巣
ごもり需要」により大きく伸長しました。そのため下半期は順
調に業績が回復していましたが、年初からの主要地域での再
度の緊急事態宣言発出によりマーケットが縮小し、通期売上
は減収となりました。利益面では広告宣伝費やその他の活動
経費の削減などを行いましたが、減収による利益減を補えず
減益となりました。

••  ステンレス製魔法びんの市場を開拓し、 
ガラス製からステンレス製への転換を牽引

••  直接飲むタイプのスポーツボトル（保冷専用）を
日本で初めて発売、大ヒットへ導き新市場を 

開拓 

••  ケータイマグ（保温保冷）のラインナップ強化と
プロモーションにより、マイボトルを使用する 

ライフスタイルが定着化。他社に先駆け軽量化
を実現したJNLシリーズは累計2,000万本超の 

ヒットを記録 

••  温かいスープなどが携帯可能なスープジャーを
発売し、保温調理ブームも追い風となり 

消費者へ浸透

1904 「THERMOS」ブランドで世界初の 
 ガラス製魔法びんが製品化 

1907 英国、米国で 
 THERMOS Company設立 

1978 世界初のステンレス製真空断熱魔法びんを 
 日本酸素が開発 

1989 THERMOS Company 
 （英国、米国、カナダ）を買収

 高真空調理器「シャトルシェフ」発売

1998 「真空断熱スポーツボトル」発売

1999 「真空断熱ケータイマグ」発売 

2001 日本酸素から分社化して 
 サーモスを設立

2009 「真空断熱フードコンテナー」発売

2013 「真空断熱タンブラー」発売

2014 ドイツの高級魔法びんブランド 
 「alfi」を買収

2018 「サーモス フライパン」発売

本社（サーモス（株））
販売拠点
製造工場
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サーモス事業

新型コロナウイルス感染症への対応 

サステナビリティと収益の両立に向けた取り組み 

マレーシアやフィリピンの海外工場は各国の厳格な感染防止策により工場閉鎖を余儀なくされ、製品の供給にも多大なる影響
がありました。現在は各工場とも各国政府の感染防止令を遵守し製造を行っています。また、緊急時にサプライチェーンに影響
を受けないための代替生産なども視野に入れ、安定供給体制の構築を行っていきます。各事業所では社員の健康管理を優先に
考え、マスク着用、消毒の徹底、制限を設けない在宅勤務の推奨などの対策を行っています。また、お客さまと直接接触機会の
ある直営店においても同様に感染防止策を講じ、万が一感染者が発生した場合などに備え、対応フローを用意しています。小
売市場では、ネット通販の需要が一気に高まり、また、在宅時間が増加したことから「巣ごもり需要」商品が大きく伸びています。

サーモスは「人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタ
イルを提案します」という企業理念を定め、サステナブルを
意識した経営を行っています。環境方針には、断熱技術を通
じて社会の環境負荷低減に貢献する省エネ商品の開発、環
境を意識したライフスタイルの提案と啓発活動の推進といっ
た内容を盛り込み、持続可能な社会の実現をめざしていま
す。当社の主力商品であるケータイマグの普及は、マイボト
ルブームを生み、プラスチックの削減に寄与しています。ま
た、真空保温調理器シャトルシェフや真空断熱スープジャー
は、保温調理という調理法で省エネルギーにも寄与していま
す。これら環境を意識した製品の開発や普及は、消費者の
皆さまへのブランド価値を高め企業経営に継続的な利益を

もたらすものと考えています。また、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も取り組み、豊かさと環境
が両立する社会の実現をめざします。

サプライチェーン

•  海外工場については製造現場において各国政府の厳
格な指針を遵守した対策を実施

•  国内における物流拠点の最適化とリスクマネジメント
側面としての多拠点化

組織運営

•  制限日数を定めず、在宅勤務を推奨
•  会食や会合の自粛（社内外とも）
•  海外出張の原則禁止、国内においても 

不要不急の出張禁止
•  事業所入室時のアルコール消毒の徹底と 

マスク着用の義務化
•  感染者発生時の対応フローの作成

事業責任者メッセージ

生活の劇的な変化と市場の急速な変化の中で、 
企業もそれに合わせた進化が必要です。

2020年より猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症
により、市場環境の大きな変化、消費者のライフスタイルの
変化、訪日客によるインバウンド需要の喪失など当社の事業
は大きな影響を受けています。そのような中でも2021年3月
期は、主力の携帯用魔法びんが売上を落とす一方で、全社と
して取り組みを行った商品領域の拡大による調理用品、タン
ブラーが巣ごもり需要の追い風もあり売上を伸ばすことがで
きました。
　「新しい価値を創造し、継続的に成長する企業になる」とい
う経営ビジョンを達成するための全社課題として、①提案力の
強化、②人財の育成・強化、③顧客満足度の向上、④SDGsへ
の積極的な取り組み、以上の4つを重点項目に掲げ取り組ん
でいます。お客さまに満足していただける商品とサービスを提
供し続けることが我々の使命であり、商品の改善・改良はもち
ろん、流通への対応、消費者の皆さまへのサービスも継続した

改善を行っていきます。また、CRM（Customer Relationship 

Management）の構築と有効活用も図っていきます。
　さらに、当社の企業理念「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します」をベースに、さまざまな社
会問題に対して真摯な態度でその解決に向けて努力してい
きます。SDGs推進については専門部署を創設し、全社活動
に広げていく方針です。
　これほど生活が劇的に変わり、市場が急速に変化する中
で、企業もそれに合わせた進化・変化が必要であると認識し
ています。そのためには、人財育成に向けた社員教育が一層
重要になります。併せて、ブランドへの広告投資を戦略経費と
して活用していきます。
　最後になりますが、海外事業においては韓国市場での拡販
と今後成長が見込まれる東南アジア市場における拠点の最適
化を進め、「THERMOS」ブランドの確立に取り組んでいきます。

魔法びん以外の商品領域への参入・拡大が急務です。

当社はコアビジネスであるステンレス製魔法びん商材でこれまで売上を伸ばしてきました。し
かし、日本国内市場は人口減少により今後徐々に厳しい状況を迎えると予想しています。経営
ビジョンを達成するためにさまざまな課題を掲げ日々取り組みを行っていますが、その中でも魔
法びんというコアビジネスの深耕拡大は重点課題として継続する一方、さらに持続的に成長す
るために魔法びん以外の商品領域への参入・拡大が急務と考え、取り組みを開始しています。
　当社は2018年にこれまで魔法びんで培ってきた品質における信頼の「THERMOS」ブラン
ドを掲げ、フライパン等の調理用品市場に参入しました。2020年からコロナ禍に見舞われて
いますが、調理用品商材を取り揃えることで巣ごもり需要や内食増加というライフスタイルの
変化にも対応し、順調に売上を伸ばしています。今後もお客さまへの価値創造を念頭に新た
な商品領域への参入・拡大をめざしていきます。

サーモス（株）
代表取締役社長

片岡 有二

サーモス（株）
マーケティング部 ゼネラルマネジャー

村上 靖浩
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