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売上収益・営業利益計画 売上収益・営業利益計画2024年度全社業績に占める構成 2024年度全社業績に占める構成

  売上収益　   営業利益   売上収益　   営業利益

売上収益

42.7%

売上収益

38.3%

営業利益

54.4%

営業利益

27.7%

（億円）

（年度）
（計画）（実績） （計画）（実績）

（年度）

（億円）

社会課題と市場環境
デジタル＆インダストリー（D&I）グループとエネルギーソ
リューション（ES）グループが展開する地球環境領域では、デ
ジタル・グリーン社会と脱炭素・資源循環型社会の実現への
貢献を目指しています。

D&Iグループは、デジタル技術の進化を支える半導体製造
用の多種多様なガスやケミカル品の提供などで、デジタル・グ
リーン社会に貢献しています。そうした中、従来のような数年
周期で好不況を繰り返すシリコンサイクルは、在庫調整的なサ
イクルはあるものの、全体としては右肩上がりに半導体需要
が継続的に拡大していく“超スーパーサイクル”に変化してい
ます。また、デジタル化の進展に伴って増大する電力消費量を
抑えるため、“高機能・省エネ”に寄与する素材開発も重要な
市場テーマとなっています。

ESグループが注力する脱炭素・資源循環の分野では、石化
由来のエネルギーからCO2排出の少ないLNGや水素などへ
の転換が進んでいます。その一方で、東日本大震災以降も頻
発している自然災害の教訓から、地域特性を踏まえて多様な
エネルギーを最適に活用し、エネルギー供給の効率化とリス
ク分散および環境負荷低減を図ろうとする機運が高まってお
り、地産地消エネルギーによる資源循環モデルが社会の注目
を集めています。

強みと重点施策
D&Iグループは、あらゆる産業へ広く入り込む産業ガス事
業と素材開発型のケミカル事業を統合し、新たなビジネスモ
デルの構築と開発力強化に注力します。特に半導体製造工程
では、前工程と後工程の商材をグループで一体運営すること
で、全工程を俯瞰した顧客アプローチや製品開発を推進し、

周辺領域にも事業範囲を広げていきます。具体的には、前工
程を支える窒素やアルゴンなどのガス供給の規模拡大に加え、
半導体バリューチェーンに対して、半導体製造装置向けの機
器・部材や後工程を支える機能材料、実装基板の技術・開発
力強化に取り組み、さらなる組織再編やM&Aも積極的に実
施していく方針です。

ESグループでは、よりクリーンなエネルギーへの転換に加
え、地域事業基盤を有する強みを活かし、地産地消の資源循
環型エネルギーシステムへのシフトがビジネスチャンスと考
えます。これに対し、LPガスなどの供給がメインであった従
来の生活・エネルギー事業を環境ビジネスとして捉え、さらに
産業ガス事業の中にあった炭酸ガスや水素を資源循環型ビジ
ネスにも位置づけ、地産地消エネルギーによる資源循環モデ
ルの構築を目指します。併せて、CO2分離・回収技術など低
炭素・脱炭素に寄与する技術開発を積極的に進めるとともに、
産業ガスで培った分離精製技術等を活用してバイオガスをは
じめとした新エネルギー分野を切り開いていきます。

社会課題と市場環境
ウェルネス領域では、人々の健やかな暮らしに向け、健康
寿命の延伸や食の安定確保といった社会課題に、ヘルス＆
セーフティー（H&S）グループとアグリ＆フーズ（A&F）グルー
プが挑戦しています。
日本は世界に類を見ない超高齢社会を迎え、「人生100年
時代」に向け、より健康で自立して生活できる期間を寿命とと
もに延伸することが大きな社会課題となっています。そうし
た中、医療の効率化や医療費抑制に加え、医療従事者の負担
軽減の観点からも、ホームケア、リハビリテーション、福祉・
介護サービスをはじめとする地域包括ケアの役割が重要性を
増しています。また、世界人口が80億人に増加している状況
下、円安やロシア・ウクライナ情勢の悪化等を背景に輸入農
産物の価格が高騰し、食の安定確保の重要性がますます高
まっています。特に日本の食料自給率についてはカロリーベー
スで38％まで低下しており、少子高齢化による農業の担い手
不足も深刻な問題となっています。

強みと重点施策
H&Sグループは、超高齢化の進展に伴ってホームケアの比
重が大きくなっていく日本の医療体制の変化を捉え、地域ネッ
トワークをベースに事業を成長させていきます。当社グルー
プは既に酸素濃縮装置の提供・メンテナンス等で在宅医療の
ビジネス基盤を構築しているほか、遠隔医療支援技術も有し
ています。こうした強みを活かし、急性期医療のみならず、在
宅医療を中心に地域包括ケアの担い手としても存在感を高め
ていきます。加えて、病気にならないようにする「予防医療」
の需要も高まっており、オーラルケアや機能性食品を中心と
したコンシューマーヘルスへの展開も加速していきます。そ

の一環として、2023年度上期に「健康」と「暮らし」をテーマに
したオープンイノベーション推進施設「エア・ウォーター健都
（仮称）」を大阪府摂津市で開設する予定です。

A&Fグループは、国内耕作地面積の約4分の1を誇る北海
道を主要産地とする農作物のブランド力に加え、物流と加工
機能を有している強みを最大限に活かし、農業・食料問題を
解決していくことで事業成長を図ります。食の安定確保では、
加工や保存技術を進化させ、農作物の需給バランスを踏まえ
たタイムリーな供給を可能にするとともに、スマート農業の
温度制御、土壌分析などの技術開発により、栽培の効率化は
もとより、農作業の省力化・労力軽減を実現し、地域の農業
振興に貢献していきます。さらに、フードロスの削減に寄与す
る加工技術等の開発や食品残渣のエネルギー利用の取り組み
も推進します。

Global Environment Wellness

取締役 専務執行役員
地球環境管掌

水野 和也

取締役 専務執行役員
ウェルネス管掌

原 圭太

デジタル・グリーン社会、
脱炭素・資源循環型社会の実現に貢献

人々の健やかな暮らしに貢献し、
さまざまな社会課題の解決に挑戦

デジタル＆インダストリー エネルギーソリューション ヘルス＆セーフティー アグリ＆フーズ

［地球環境］ ［ウェルネス］
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Global Environment

20242021

3,840

278
2,888

420

10.9%

9.6%

デジタル＆インダストリー

急速に進展するデジタル化の要であるエレクトロニクス産業をターゲットに、産業ガスとケミカルを併せ持つ強みを活かした新
たなビジネスモデルを構築し、半導体製造バリューチェーンをつなぎ合わせ、加速度的に進展するスマート社会に向けた市場を
獲得してまいります。また、さらなる成長を求め、インドをはじめとした海外における事業基盤の拡充を進めています。

ユニット別事業紹介

向き合う社会課題

重点方針

売上収益

32.0%

（3,840億円）
営業利益

42.0%

（420億円）

2024年度（全社業績に占める）
売上収益・営業利益構成

スマート社会を支える半導体分野をめぐる世界的な構造変化への対応

あらゆるデータや情報がITによってつながるデジタル化は、社会経済システムに変革をもたらしています。特に、スマート社会
の基盤となる半導体・電子部品の生産や技術革新は、安全保障にも直結する重要基盤として、過去に類を見ない形で産業政策が
世界各国で展開されています。こうした中、米中の技術覇権対立やサプライチェーン対応、国内半導体産業への投資動向といっ
た構造変化を俯瞰的に捉え、競争力を高めていくことが求められています。

あらゆる産業に関わる産業ガスと素材開発型のケミカルを融合した新たなビジネスモデルの構築と開発力の強化により、半導
体製造のサプライチェーンに入り込み、増産対応と高機能化の両面から、市場開拓に取り組みます。

terrAWell30 1st stage（2022-2024）
売上収益・営業利益

（億円）

   売上収益
   営業利益

（年度）
（実績） （計画）

1  エレクトロニクス産業への素材提供力の強化
•  機能材料ユニット（旧・ケミカル関連）とエレクトロニクスユニット（旧・産業ガス 
関連）のノウハウや技術を融合した半導体・電子材料の開発

•  機器装置事業のシステムインテグレーション化を進め、複合提案力を高めた 
付加価値の高いサービスを提供

2  海外事業の拡大
•  インドにおける鉄鋼向け新規オンサイト案件の獲得と面的な拠点拡充による 
製造・物流インフラの構築

•  海外のエレクトロニクス顧客に向けた高機能材料の販売

3  国内における収益改善
•  国内半導体メーカーに対するガス供給の規模拡大を軸に、高機能材料・供給機器 
などの販売を拡大

•  電力料金やエネルギー価格等の上昇に対応した、産業ガスやケミカル材料などの 
価格是正の推進

•  アルゴンガスのソース確保など、拠点の拡充・最適配置によるガス需要への対応

方針・戦略

•  社会のデジタル化を背景としたエレクトロニクス関連需要の拡大（★）

•  省エネに貢献する高機能素材の開発ニーズが拡大（★）

•  インドにおける鉄鋼向けをはじめとした産業ガス需要の拡大（★）

•  電力コストの変動に伴う産業ガスの製造コストへの影響（■）

•  サーキュラーエコノミーの進展に伴う環境対応製品の需要拡大（★）

機会（ ）・リスク（ ）

•  産業ガス、関連機器、ケミカル材料など、 
半導体製造のバリューチェーンを支える幅広い製品・サービス

•  日本国内に最適配置された分散型の製造・貯蔵および 
物流拠点ネットワークによる安定供給体制

•  産業ガス、無水フタル酸、酢酸ナトリウム、電磁鋼板用マグネシアなど
高シェア製品による事業安定性

強み

エレクトロニクスユニット
半導体メーカー向けに大規模窒素ガス供給を行うほか、特殊

ガス・ケミカル材料、ガス精製装置や半導体製造装置向けの機
器・部材など、エレクトロニクス分野へ幅広い製品を提供してい
ます。

機能材料ユニット
電子材料、回路製品、精密研磨パッドなど多様な製品群で、半

導体製造のバリューチェーンを支えているほか、基礎化学品・
機能材料・食品化学分野においても特長ある製品の提供を通じ、
広く社会ニーズにお応えしています。

インダストリアルガスユニット
全国各地に展開するガス製造拠点・充填所、そして各地の地

域事業会社を結んだ強力な供給ネットワークを活用し、酸素・窒
素・アルゴンをはじめ各種ガスをあらゆる産業へ安定供給して
います。

海外・エンジニアリングユニット
インド、ベトナムにおいてガス供給事業を展開。特に、インドに

おいては、需要が旺盛な鉄鋼向けオンサイト供給事業を複数有
しており、産業ガスメーカーとして確固たるポジションを確立し
ています。

工業用の電熱制御機器で国内トップシェアを誇る日本電熱（株）は、半導体製造装
置メーカー向け熱制御機器の製造に特化した新棟を長野県安曇野市の本社工場内に
建設。半導体製造プロセスに欠かせないガス精製装置や除害装置を製作する日本パ
イオニクス（株）は、神奈川県平塚市の本社工場内に新棟を建設し、製作能力を現行比
1.6倍に増強しています。いずれも、半導体市場の急拡大を見据えた対応であり、大
型オンサイトプラントの建設によるガス供給の拡大だけでなく、周辺領域においても
事業拡大を進めています。半導体製造プロセス用ガス精製装置

半導体市場のスーパーサイクルを見据え、生産工場を拡張Topics

営業利益率  2021年度 9.6%    2024年度10.9% デジタル・グリーン社会の実現に向けて ガスとケミカルの融合により付加価値の創出を図る

スマート社会へ
製造業だけでなく運輸・サービスなど
全産業で電化・デジタル化が進む

脱炭素社会へ
デジタル化によるエネルギーの効率化

デジタルインフラ、
データ産業の広がり

前工程
（ガス分野）

シリコンウェハ
（半導体製造装置内）
集積回路の形成

切り離し、実装、
パッケージング

電子部品半導体

後工程
（ケミカル分野）

 規模の拡大
 微細化・積層化に対応

窒素ガス供給
特殊ケミカル供給

 装置の大型化・増産体制整備
 メカトロニクス化

半導体製造装置向け
部品・機器

 新規素材開発・高機能化
（耐熱性・耐久性・省エネなど）

 プロセス設計・試作・試験  

機能材料

実装・パッケージング化

融合

ガス ケミカル

需要増と高機能化
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Global Environment

インフラ

幅広い業種との 
顧客接点

全国に広がる産業ガス 
供給の事業インフラ

北海道・東日本を中心に 
有する直売顧客網

エネルギーソリューション

脱炭素社会の潮流を踏まえ、従来のLPガス・灯油の販売を中心とした事業からカーボンニュートラルなエネルギー事業へと構
造転換を図ります。さらに、木質バイオマスによる発電事業のほか、バイオマス由来のカーボンニュートラルエネルギー供給、CO2

回収・利活用など、環境分野を融合した新たな技術開発と社会実装化を進め、資源循環型社会の実現を目指しています。

向き合う社会課題

重点方針

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて

地球温暖化に対する危機感は年々高まり、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現する方針を打ち出すなど、社
会全体で脱炭素化に向けた動きが加速しています。経済と環境の好循環を目指す「グリーン成長戦略」で示された各産業分野の具
体的な実行計画を踏まえ、製造プロセスの革新やCCUS※/カーボンリサイクル等の技術開発により、脱炭素化を進めるとともに、
社会実装に向けたコスト低減にも取り組んでいく必要があります。
※CO2の回収・有効利用・貯留（Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage）

脱炭素社会の潮流を踏まえ、従来の水素・炭酸ガス事業をエネルギーや資源循環の枠組みで捉え直すとともに、バイオガス、メ
タン、水素などのガス供給やCO2回収・利活用といった低炭素・脱炭素に寄与するカーボンニュートラル技術の開発を進め、早
期の社会実装に取り組んでいきます。

脱炭素社会の実現に貢献する小型CO2回収・利活用装置「ReCO2 STATION」
を開発しました。ボイラーや工業炉など中小規模の工場から排出される低いCO2

濃度の排ガスからも回収ができ、利活用の観点からドライアイス製造機能を内包
している点が特長です。エネルギー分野では、北海道十勝地方で家畜ふん尿由
来のバイオガスを原料とした「液化バイオメタン」を日本で初めて製造し、LNGの
代替燃料として活用する実証事業を実施。2022年10月に初出荷を行い、よつ葉
乳業（株）のボイラー燃料に使用されました。

脱炭素社会・資源循環型社会の実現に貢献する
技術開発

Topics

液化バイオメタンの製造工場

CO2回収・ドライアイス製造装置

ユニット別事業紹介

エネルギーユニット
カーボンニュートラルを見据え、環境負荷低減に寄与するさま

ざまなエネルギーソリューションを提案しています。また、北海
道・東日本を中心に、LPガス・灯油の販売や住宅リフォームなど
地域に密着した生活ソリューションビジネスを展開しています。

資源循環ユニット
炭酸ガス・水素ガスの製造・販売を行うほか、これらの事業基

盤やノウハウを活かし、CO2回収・水素エネルギー・LNGなど低
炭素・脱炭素関連の技術開発を積極的に進め、新たなビジネス
モデルの構築に取り組んでいます。

方針・戦略

1   カーボンニュートラルエネルギー事業への 
構造転換

•  CO2回収・利活用やバイオガス、液化バイオメタン等、 
気候変動問題に対応した事業開発

•  LPガス供給網や産業ガスの顧客関係を基盤とした 
地産地消の資源循環型エネルギー供給モデルの確立

2  需給バランスに対応した供給体制の整備
•  炭酸ガス：原料ガスソースの確保

•  水素ガス：高効率水素ガス発生装置「VHR」の配備による 
水素サプライチェーンの構築

3   既存事業（LPガス・LNG等）の収益力強化
•  脱・低炭素化の潮流を背景とした燃料転換の推進・LNG関連機器の販売拡大

• IoTを活用したLPガスの配送・充填の効率化

•既存拠点を活用した生活ソリューションビジネスの展開

•バイオマス発電燃料の調達見直し等による市況変動のリスクの低減

•  低・脱炭素社会へ向けた動きの加速によるカーボンニュートラル 
エネルギーの提案・機会が拡大（★）

• 人口減少と温暖化によるLPガス・灯油の消費量減少（■）

• LPガス販売店の後継者不足（★）

• 国内製油所の統廃合を背景とした炭酸ガス原料の不足化（■）

• 発電燃料や海上輸送コストの急激な市況変動（■）

機会（ ）・リスク（ ）

•  産業ガス、エネルギー事業で培ったCO2回収・水素・LNGなどカーボ
ンニュートラル関連技術

•  北海道内99％のエリアをカバーする安定供給インフラ（充填、配送、営
業拠点）

•  新事業開発のための地域事業基盤

強み

炭酸ガス／ドライアイス 
供給

水素供給

産業用エネルギー供給 
（LPガス・LNG）

機器の開発・販売 
（供給・輸送のための機器）

家庭用エネルギー供給 
（LPガス／灯油など）

住宅設備・省エネ機器

従来事業

メタネーション •CO2回収装置　•資源化・利活用

•エネルギー水素　•液化バイオメタン
•スマート養殖　など

•デジタルサービスを活用した効率化
•グリーンLPG、家庭での省エネ推進

CO2回収

CNドライアイス

CN水素

水素発生装置

バイオガス

バイオLNG

ガス化発電

強み（インフラ・技術） カーボンニュートラル社会に向けた取り組み

20242021

1,280

1041,105
124 売上収益

10.7%

（1,280億円）
営業利益

12.4%

（124億円）

2024年度（全社業績に占める）
売上収益・営業利益構成

terrAWell30 1st stage（2022-2024）
売上収益・営業利益

（億円）

   売上収益
   営業利益

（年度）
（実績） （計画）

営業利益率  2021年度 9.4%    2024年度 9.7%

技術

など

脱炭素

新エネルギー・資源循環

家庭用エネルギー供給

CN：カーボンニュートラルの略

牛のふん尿から水素を製造
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Wellness
ヘルス＆セーフティー

医療用酸素からスタートした当事業は、病院設備工事、病院業務のアウトソーシング受託、設備機器のメンテナンスといった製
品・サービスで医療現場を支えています。また、デンタルや衛生材料、注射針、在宅医療、エアゾール製品、さらには防災事業を
通じて皆さまの健やかで安全な暮らしに貢献しています。

向き合う社会課題

重点方針

超高齢社会に対応した 「地域包括ケア」への貢献

日本は、総人口の29.1%が65歳以上の超高齢社会で、今後も高齢化が進行する状況です。医療費負担の増加が大きな課題と
なる中、厚生労働省は在宅医療のあり方として「地域包括ケア」を提唱しています。この構想は、高齢者の社会参加に向けて地域
一体となることを目指すもの。可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域
の包括的な支援・サービス提供体制の構築への貢献が求められています。

地域に必要な病院医療体制の維持・提供に注力するだけでなく、在宅医療事業や歯科事業で培ったビジネスネットワークを活
かし、今後はオーラルヘルスを中心とした「ウェルネス」や「ホームケア」領域の拡充に取り組みます。「人生100年時代」の課題に
対して、専門機関等との連携や遠隔医療や映像機器などの技術開発を通じて、予防からリハビリまで事業領域を広げ、目指す社会
の実現に貢献していきます。

心疾患の遠隔・在宅医療のスタートアップ企業、
（株）リモハブが2022年3月、グループ入りしました。
同社は循環器専門医である代表の谷口達典氏が
2017年に創業。遠隔モニタリングにより、心疾患患
者に対するリハビリを在宅で行う「オンライン管理型
心臓リハビリシステム」を開発中で、2024年度の実
用化を目指して現在、医師主導治験を進めていま
す。患者が装着するウェアラブル心電計やIoT型バ
イクにより、病院側ではアプリを通じてリアルタイム
に患者の姿や生体情報のモニタリングが可能となり
ます。同社のグループ入りにより、遠隔通信技術を
活用したリハビリ領域に参入し、在宅医療事業の拡
大を推進していきます。

遠隔・在宅医療のスタートアップ企業、（株）リモハブがグループ入りTopics

ユニット別事業紹介

サービスユニット
病院内の物品物流管理や医療器具の滅菌・消毒業務など、病

院経営・業務の効率化を支援するアウトソーシングサービスを
行うことで、病院経営の効率化をサポートしています。

コンシューマーヘルスユニット
感染対策製品やオーラルケア製品などの衛生材料や、歯科用・

美容用など品質の高い日本製の注射針を提供しています。加え
て、化粧品、殺虫剤、塗料、自動車用品など幅広い分野で、エア
ゾール製品や液体充填製品のOEM受託を行っています。

メディカルプロダクツユニット
医療用ガスの安定供給を通じて患者さまの生命を支えるとと

もに、最新テクノロジーを活かした医療機器、在宅酸素療法
（HOT）をはじめとした在宅医療、さらには歯科材料事業も展開
しています。

防災ユニット
医療用ガス配管、手術室、集中治療室の設計・施工・メンテナ

ンスまで一貫して行う病院設備事業のほか、データセンターな
ど水を使用できない施設で設置されるガス系消火設備などの防
災事業を展開しています。

方針・戦略

1  オーラルケア・在宅医療分野の拡大
•  新型酸素濃縮器のシェア拡大

• 在宅リハビリ事業における新規事業創出

• 歯科材料の販売拡大

2  既存事業の深耕
•  アウトソーシング需要の拡大を背景とした医療サービス（SPD・滅菌）の新規
案件の受託

•  防災事業のガス消火分野においてデータセンター・物流倉庫の 
需要拡大に対応

• 拠点・グループ会社の統合・再編による効率化

3  コンシューマーヘルスの強化
•  化粧品分野の受託拡大

• 海外向け美容針・デンタル針の販売拡大

• 生産性の改善による収益力強化

• 国内における医療費抑制（■）

•  医療機関における医療機器の高機能化・病院業務の 
効率化ニーズの高まり（★）

• 医療DXの進展（★）

• 地域包括ケア・在宅医療ニーズの拡大（★）

• 介護・予防医療ニーズの高まり（★）

機会（ ）・リスク（ ）

•  急性期医療分野からウェルネス・オーラルケア分野まで 
多様な事業領域を有する総合力

•   「VSU」や充填所などのインフラネットワークを基軸とした 
医療用ガスの安定供給体制

•  医療用ガスや病院設備工事など高シェア事業による収益基盤

•  在宅酸素療法を通じて構築した患者さまとの接点

•  歯髄再生治療など先端医療分野に対応した独自の技術力

強み

20242021

2,820

133
2,175

177

terrAWell30 1st stage（2022-2024）
売上収益・営業利益

（億円）

   売上収益
   営業利益

（年度）
（実績） （計画）

営業利益率  2021年度 6.1%    2024年度 6.3%

2024年度（全社業績に占める）
売上収益・営業利益構成

売上収益

23.5%

（2,820億円）
営業利益

17.7%

（177億円）

専門機関等とコラボレーション
国立循環器病研究センターや国立健康・栄養研究所と

いった国内外の各専門機関や地元企業、
ベンチャー企業と緊密に連携

急性期医療

地域連帯強化
地域住民、地元企業とのオープンイノベーションを
通じて、「ウェルネス」に関わる事業を創造

•機能性食品／運動　•オーラルケア
•メディカル美容

ウェルネス
（コンシューマーヘルス）

•在宅リハビリ　•遠隔医療／スマート医療
•家庭向け機器・消費財

ホームケア

予防 検査 ・ 診断 治療 予後 ・ リハビリ

システムイメージ

アプリ
（医療機関側）

医療機関側 患者側

アプリ
（在宅側）

スマートエルゴ
メーター ウェアラブル心電計

クラウド

リアルタイム
問診・指導

血圧・脈拍
心電波形
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Wellness
アグリ＆フーズ

液化窒素を使った冷凍食品から事業がスタート。現在は、ホテル・外食など業務用からスーパーマーケットなど市販用まで、
野菜加工、ハム・デリカ、スイーツなど幅広いラインアップを展開し、安心・安全な食卓を支えています。また、果実・野菜系飲料
に強みを持ち、お客様の仕様に応じて受託生産する飲料事業のほか、青果小売事業も展開しています。

向き合う社会課題

重点方針

フードロス低減、 食料自給の安定化

日本では、食べられるのに捨てられる食品、「フードロス」の量が年間570万トンと大量のごみ廃棄や無駄につながっています。
一方で、日本の食料自給率（カロリーベース）は1961年の78％に対して、2021年には38％まで低下しています。日本は食の大部
分を海外に依存する実態があり、昨今の国際情勢から食料安全保障が大きな課題となっています。長期的にみても、気温上昇に
よる異常気象や人口増加を背景に世界的な食糧不足が懸念されています。

農産物の調達・加工・販売までのバリューチェーンと、全国をカバーする付加価値の高い物流ネットワークを掛け合わせた新
たな農産事業に取り組んでいます。産地から消費地に至るまでに、青果の付加価値を向上させるため、青果物流、食品加工、産直
事業などへの投資を進めています。こうした取り組みにより、販路拡大などによる地域農業の振興や規格外農産物の廃棄ロス低
減などのフードロス低減にも貢献します。

コロナ禍によって「食」に対するニーズが大きく変化する中、ホテルや
外食向けなどの業務用中心のラインアップから、総菜・宅配向けなど
市販用の商品開発に注力しています。“レストランの味をご家庭に”が
コンセプトの「CHEFLLY（シェフリー）」ブランド商品を強化し、市場の
ニーズを先取りした特徴ある商品で、一般家庭でのブランド浸透を図っ
ています。今後も、契約栽培や原料野菜の調達を通じた生産者との強
い結びつきを持つ農産分野や、グループ各社が培ってきた食品製造に
関する技術・ノウハウをすり合わせ、製造・開発・販売面でのシナジー
創出に取り組んでいきます。

家庭用冷凍食品市場に本格参入
ホテル・レストランシェフ御用達の冷凍スイーツなど

Topics

ユニット別事業紹介

フーズユニット
業務用や市販向けに生ハム、ベーコン、ソーセージなどの高

品質な畜肉製品や総菜・冷凍食品を手掛けるハム・デリカ事業
に加え、スーパーマーケットやコンビニエンスストア向けのチル
ドデザートを手掛けるスイーツ事業を展開しています。

ナチュラルフーズユニット
果実・野菜系飲料に強みを持ち、飲料メーカーの仕様に応じ

て受注生産するOEMを中心に事業展開しています。また、搾汁
などの農産加工技術に加え、紙・ペットボトルなどさまざまな包
装容器に対応した生産ラインを有しています。

アグリユニット
北海道産を中心としたかぼちゃや大根などの野菜を冷凍加工

し全国に供給しているほか、農業機械の製造・販売も行ってい
ます。2021年には、関西地区で農産物の直売所「産直市場よっ
てって」の運営を行う（株）プラスがグループ入りしました。

方針・戦略

1  農産品を軸としたバリューチェーンの構築
•  日本の食料基地・北海道での事業基盤を強みに高付加価値な食を提供

•  北海道ブランドの農産品と消費者をつなぐ加工・流通機能の強化

•  産地分散や新規作物の開拓などによる原料調達力の強化

•  加工技術の高度化によるフードロスの削減とIoTを活用した 
スマート農業の開発

2  「食」のニーズや課題に対応した商品の提供
•  家庭用総菜向け製品の販売拡大

•  循環型容器や紙容器ラインの拡充など顧客の環境ニーズに対応

•  植物性ミルクなど健康志向製品の受託

3  収益力の強化
•  グループ会社の再編・生産拠点の最適化による合理化の推進

•  グループ物流インフラの活用による物流コストの低減

•  原料価格の上昇に対応した価格適正化

•  食をめぐる消費者意識の変化（健康志向・簡便化）（★）

• コロナ禍による外食産業の停滞と内食需要の拡大（★■）

• 高齢化等による農業の担い手不足（★■）

• 天候不順による原料野菜の調達不足と価格変動（■）

• 原材料や物流コストの変動（■）

機会（ ）・リスク（ ）

•  農産品、畜産品、スイーツなどの商品開発力と生産・加工技術

•  栽培から調達、加工、物流、小売までのバリューチェーン

•  生産者との栽培契約による原料野菜の安定調達力

•  自社グループ内に有する食品物流の機能

•  契約栽培地や加工工場が集積する「北海道ブランド」の効果的な活用

強み

20242021

1,770

57

1,395
100

terrAWell30 1st stage（2022-2024）
売上収益・営業利益

（億円）

   売上収益
   営業利益

（年度）
（実績） （計画）

営業利益率  2021年度 4.1%    2024年度 5.6%

2024年度（全社業績に占める）
売上収益・営業利益構成

売上収益

14.8%

（1,770億円）
営業利益

10.0%

（100億円）

物流機能の強化、新販路開拓
• 特に北海道で、タイムリーに集荷・輸送、選別、保管可能な物流体制を構築
• 産直事業で地域事業会社と連携出店

加工機能の強化
• 加工用を前提として農産物調達力を強化
• 消費地（関東・関西）加工で顧客ニーズにタイムリーに対応

ウェルネスへの貢献
•  健康食と宅配事業を組み 
合わせ、新事業を創出

産地 消費地

栽培・契約生産 収穫・調達 産地加工 消費地加工 販売

CHEFLLY（シェフリー）ブランド商品
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その他

食品物流、一般貨物輸送やシャーシ輸送を展開する物流分野、塩の生産供給量で国内トップシェアを誇る（株）日本海水のほか、
北米における産業ガス関連エンジニアリング分野や、データセンターなどで使われる高出力UPS（無停電電源装置）など幅広い事
業を展開しています。

E S G
03

49  環境

55 社会

61 コーポレート・ガバナンス

65 社外取締役メッセージ

67 取締役および監査役のご紹介

ユニット別事業紹介

物流
低温管理輸送技術を活かし、低温物流分野に代表される食品

物流、血液を運ぶ医療物流、そして一般貨物輸送やシャーシ輸
送、トラックボディなどの設計架装まで、幅広く事業を展開して
います。

日本海水
国内トップシェアを誇る業務用塩・家庭用塩の製造・販売の

ほか、副産物である水酸化マグネシウムや水処理吸着剤などの
環境製品、水処理設備や下水道設備などを手掛けています。

北米産業ガス・高出力UPS
北米市場において、水素や炭酸ガスなどの産業ガス関連機器

の製造・販売を行っているほか、エンジニアリング事業も展開し
ています。また、データセンターや半導体工場に欠かせない高
出力UPS（無停電電源装置）の提供も行っています。

方針・戦略

1  物流事業の基盤強化
•  幹線輸送ネットワークの整備によるコールドチェーンの確立
•  IoTを活用した事業運営の効率化を推進

2   日本海水における安定収益基盤の強化
•  価格改定を軸に、製塩をはじめとした 
既存事業の収益力を強化

•  下水管更生をはじめとした都市インフラ事業を拡大
•  バイオマス発電燃料の国内材比率の向上、 
調達見直し等による市況変動リスクの低減

3  北米産業ガス・高出力UPS事業の拡大
•  北米において事業基盤となるガス製造・販売拠点を構築、 
さらに水素など脱炭素関連事業を強化

•  拡大するデータセンター需要に対応するとともに、 
環境性能を高めた高出力UPS製品を展開

（物流）
•  EC取引やリサイクル需要の拡大に伴う 
荷扱い量の増加（★）

•  物流業界における人手不足（★■）

（日本海水）
•  上下水道など社会インフラ更新需要の 
拡大（★）

•  発電燃料や海上輸送コストの急激な 
市況変動（■）

（北米産業ガス・高出力UPS）
•  脱炭素化に向けた水素・炭酸ガス関連 
機器需要の拡大（★）

•  データセンター・半導体工場の 
新増設に伴う需要の拡大（★）

機会（ ）・リスク（ ）

•  全国に広がる自社物流ネットワーク
•  シャーシ輸送、3PL、医療・環境物流、車体製作など多様な物流サービスの展開
•  国内における業務用塩の高いシェア
•  製塩から派生した多様な事業ポートフォリオによる安定収益基盤
•  低温機器の生産体制（北米・マレーシア）とプラントエンジニアリングにおける技術力
•  ロータリー式UPSの高シェアと、グローバルに対応できるメンテナンス体制

強み

20242021

2,290

73

1,324

212

terrAWell30 1st stage（2022-2024）
売上収益・営業利益

（億円）

   売上収益
   営業利益

（年度）
（実績） （計画）

営業利益率  2021年度 5.5%    2024年度 9.3%

2024年度（全社業績に占める）
売上収益・営業利益構成

売上収益

19.1%

（2,290億円）
営業利益

21.2%

（212億円）
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