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2022年度 通期業績

• 本資料に掲載されている目標数値および将来予想は、現時点で入手可能な
情報に基づく当社の判断によるものであり、潜在的なリスクや不確実な要
素が含まれています。そのため、さまざまな要因の変化により、実際の業
績は記載している将来見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知
おきください。

• 当社の財務情報は、IFRS（国際会計基準）に基づき作成しております。
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2022年度 通期業績・2023年度 通期業績予想のポイント
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●期末配当金

28円（中間28円）＋

2022年度 通期業績のポイント

●売上収益 1兆 49億円（前期比113.1％）

営業利益 622億円（同95.4％）

• 売上収益は、エレクトロニクスや医療分野での事業拡大に加え、価格是正や市況連動により販売価格が上昇したことで、全セ
グメントで増収となり、公表値の「1兆円」を達成

• 営業利益は、木質バイオマス発電においてコスト（発電燃料・海上輸送費）高騰の影響を大きく受けたものの、エレクトロニ
クスや医療分野が好調だったことに加え、第4四半期に土地売却益などの計上もあり、22年11月に修正した見直公表値を超過

2023年度 通期業績予想のポイント

●売上収益 1兆800億円（前期比107.5％）

営業利益 720億円（同115.8%）

売上収益1兆円を達成
営業利益も公表値を超過

稼ぐ力を高める

売上収益1兆円達成

記念配当「4円」

年間配当合計

60円

（配当性向 : 33.9%）

• さらなる価格是正の推進等による価格マネジメントの徹底、グループ会社の統合再編等を基軸とした事業構造改革、木質バイ
オマス発電のコスト影響緩和等により、収益力の強化を重視した成長を目指す
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2022年度 通期業績
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（単位：億円）

（単位：億円）
2021年度 2022年度

増減

金額 率

売上収益 8,887 10,049 ＋1,162 113.1% 

売上原価 ▲6,896 ▲8,048 ▲1,153

売上総利益 1,991 2,001 +10 100.5% 

販売費・一般管理費 ▲1,397 ▲1,504 ▲107

その他の収益・費用 38 100 +62

持分法による投資利益 19 25 ＋6

営業利益 652 622 ▲30 95.4% 

金融収益・費用 ▲9 ▲12 ▲3

税引前当期利益 642 610 ▲33 94.9% 

法人所得税費用 ▲178 ▲180 ▲2

非継続事業からの当期利益（▲は損失） ▲1 ▲3 ▲2 

当期利益 463 426 ▲36 92.2% 

親会社の所有者 432 401 ▲31 92.9%

非支配持分 30 25 ▲5

営業利益率 7.3％ 6.2%

ＲＯＥ ※2 11.5% 9.7%

基本的１株当たり当期利益 ※3 191.06円 176.84円

※3 基本的１株当たり当期利益は
期中平均発行株式数により算出しています。

※2 「親会社の所有者に帰属する当期利益」
÷「親会社の所有者に帰属する持分（期首・期末の平均）」

連結損益計算書
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2022年度 通期業績

※1

※1 2022年度の「その他の収益・費用」には、札幌市内の事務所ビル跡地の
売却益、およびエア・ウォーター＆エネルギア・パワー山口㈱の株式を
中国電力㈱へ譲渡したことに伴う収益が含まれています。
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セグメント別 売上収益構成比

2022年度

■デジタル＆インダストリ― ■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
■その他

セグメント別 売上収益

（単位：億円）
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2022年度 通期業績

34.1%

9.1%
23.5%

15.1%

18.1%

（単位：億円）
2021年度 2022年度

増減

金額 率

デジタル＆インダストリ― 2,888 3,425 ＋537 118.6%

エネルギーソリューション 845 919 ＋75 108.8%

ヘルス＆セーフティー 2,175 2,360 ＋185 108.5%

アグリ＆フーズ 1,395 1,521 ＋126 109.0%

その他 1,584 1,824 ＋240 115.1%

合計 8,887 10,049 ＋1,162 113.1%
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（単位：億円）

2021年度 2022年度
増減

金額 率

デジタル＆インダストリ― 278 290 +12 104.3%

エネルギーソリューション 70 57 ▲13 81.4%

ヘルス＆セーフティー 133 155 ＋22 116.6%

アグリ＆フーズ 57 55 ▲2 96.6%

その他 107 11 ▲96 9.9%

調整額 7 54 +47 －

合計 652 622 ▲30 95.4%

セグメント別 営業利益構成比

2022年度

■デジタル＆インダストリ― ■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
■その他 ■調整額

セグメント別 営業利益

（単位：億円）
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2022年度 通期業績

※調整額 ：セグメント間取引消去および各セグメントに配分していない当社本社部門の損益

※

46.6%

9.2%

24.9%

8.9%

1.7%

8.7%
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■ユニット別 売上収益

（単位：億円） 2021年度 2022年度 増減 前期比

エ レ ク ト ロ ニ ク ス 812 941 +130 116.0%

機 能 材 料 667 745 +78 111.7%

インダストリアルガス 1,243 1,550 +307 124.7%

海外・エンジニアリング 166 190 +23 114.1%

計 2,888 3,425 +537 118.6%

■営業利益
●営業利益率

デジタル＆インダストリー 売上収益・営業利益

8

2022年度 通期業績

+537
（118.6%）

■売上収益 （単位：億円） 主な増減要因

売上収益 ＋537億円

【＋】 • 鉄鋼向けオンサイトガス供給の販売単価上昇
• エレクトロニクス向け機器・材料の販売増
• 産業ガスの価格是正
• ㈱ホクエイの新規連結効果

営業利益 +12億円

【＋】

【－】

• エレクトロニクス向け機器・材料の販売増
• ㈱ホクエイの新規連結効果
• 電力コストの上昇
• インド子会社の合弁解消に伴う連結除外
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（単位：億円） 2021年度 2022年度 増減 前期比

エ ネ ル ギ ー 619 687 +68 110.9%

資 源 循 環 226 233 +7 103.1%

計 845 919 +75 108.8%

■ユニット別 売上収益

エネルギーソリューション 売上収益・営業利益

9

2022年度 通期業績

■営業利益
●営業利益率

■売上収益

▲13
（81.4%）

（単位：億円）
主な増減要因

売上収益 ＋75億円

【＋】 • 市況連動によるＬＰガス・灯油の販売価格上昇

営業利益 ▲13億円

【－】 • 原料ガス不足等によるドライアイス販売減
• 年度内の市況変動に伴うＬＰガスの在庫評価損
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ヘルス＆セーフティー 売上収益・営業利益
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2022年度 通期業績

■ユニット別 売上収益

（単位：億円） 2021年度 2022年度 増減 前期比

サ ー ビ ス 601 689 +88 114.6%

コンシューマーヘルス 562 591 +29 105.2%

メディカルプロダクツ 704 736 +32 104.6%

防 災 305 342 +37 112.0%

計 2,175 2,360 +185 108.5%

■営業利益
●営業利益率

■売上収益 （単位：億円） 主な増減要因

売上収益 ＋185億円

【＋】 • 医療サービス（ＳＰＤ）の新規受託
• 病院設備工事・ガス消火設備の回復

営業利益 ＋22億円

【＋】 • 自治体向け在宅酸素濃縮装置のリース増
• 医療用酸素の販売数量増
• 病院設備工事・ガス消火設備の回復
• 歯科材料の販売増

2,175 
2,360 

2021年度 2022年度

133 155 

6.1% 6.6%

2021年度 2022年度

+185
（108.5%）

+22
（116.6%）
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アグリ＆フーズ 売上収益・営業利益
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2022年度 通期業績

（単位：億円） 2021年度 2022年度 増減 前期比

フ ー ズ 502 559 +56 111.2%

ア グ リ 386 439 +53 113.7%

ナチュラルフーズ（飲料） 506 523 +17 103.3%

計 1,395 1,521 +126 109.0%

■ユニット別 売上収益

■営業利益
●営業利益率

■売上収益 （単位：億円） 主な増減要因

売上収益 ＋126億円

【＋】 • ㈱プラスの新規連結効果
• 業務用需要の回復に伴うハム・デリカの販売増

営業利益 ▲2億円

【＋】

【ー】

• ㈱プラスの新規連結効果
• 業務用需要の回復に伴うハム・デリカの販売増
• 飲料・スイーツ分野における原材料費・エネルギー

コストの上昇
• 前年度に土地売却益を計上した反動

1,395 
1,521 

2021年度 2022年度

57 55 

4.1%
3.6%

2021年度 2022年度

+126
（109.0%）

▲2
（96.6%）
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その他 売上収益・営業利益
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2022年度 通期業績

■ユニット別 売上収益

（単位：億円） 2021年度 2022年度 増減 前期比

物 流 584 604 +20 103.4%

日 本 海 水 373 444 +70 118.8%

北米産業ガス・高出力UPS 286 430 +143 150.1%

電 力 260 252 ▲8 97.0%

そ の 他 80 94 +14 117.5%

計 1,584 1,824 +240 115.1%

■営業利益
●営業利益率

■売上収益 （単位：億円）

▲96
（9.9%）

+240
（115.1%）

主な増減要因

売上収益 ＋240億円

【＋】 • 高出力ＵＰＳ事業における工事が回復
• 北米産業ガス事業におけるガス関連機器の販売増
• 物流事業における荷扱量増
• ㈱日本海水における業務用塩の価格是正
• Noble Gas社の新規連結効果

営業利益 ▲96億円

【－】 • 木質バイオマス電力事業（㈱日本海水を含む）におけ
る発電燃料（ＰＫＳ・石炭）の輸送コスト増

• ㈱日本海水における石炭価格高騰による製塩コスト増
• 北米産業ガス事業におけるガス関連機器の部材調達遅

延によるコスト増

1,584 
1,824 

2021年度 2022年度

107 

11 

6.8%

0.6%

2021年度 2022年度
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（単位：億円）

2022年3月末 2023年3月末
増減

金額 率

流動資産 3,769 4,311 ＋542 114.4％

非流動資産 6,451 6,605 +154 102.4％

資産合計 10,220 10,916 ＋696 106.8％

流動負債 2,630 2,997 ＋367 113.9% 

非流動負債 3,391 3,455 +63 101.9% 

負債合計 6,022 6,452 ＋430 107.1% 

資本合計 4,199 4,465 ＋266 106.3% 

負債・資本合計 10,220 10,916 ＋696 106.8% 

※「ネット有利子負債」 ÷ 「親会社の所有者に帰属する持分」

連結財政状態計算書
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親会社の所有者に帰属する持分 3,951 4,302

有利子負債 3,737 3,902

親会社所有者帰属持分比率 38.7％ 39.4％

ネットD/Eレシオ ※ 0.80 0.75

2022年度 通期業績
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（単位：億円）
2021年度 2022年度 増減

営業キャッシュ・フロー（①） 716 570 ▲146

投資キャッシュ・フロー（②） ▲532 ▲711 ▲180 

財務キャッシュ・フロー（③） ▲66 193 ＋259

キャッシュ･フロー合計（①+②+③） 118 51 ▲67

現金及び現金同等物の期末残高 596 659 ＋64

フリーキャッシュ・フロー（①＋②） 184 ▲142 ▲326

キャッシュ・フローの状況

14

2022年度 通期業績
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設備投資・減価償却費・研究開発費
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2022年度 通期業績

セグメント別 設備投資実績

（単位：億円）

2021年度 2022年度 増減

設備投資 455 664 +209

減価償却費 434 450 +16

研究開発費 53 55 +1

設備投資・減価償却費・研究開発費

（単位：億円）

2022年度の主な設備投資

• エレクトロニクス向けオンサイトプラント

• VSUプラント（千葉県・三重県）

• 半導体製造装置向け機器工場

• 物流センター（三重県等）

• オープンイノベーションを目的とした開発拠点

2021年度 2022年度 増減

デジタル＆インダストリ― 191 388 +197

エネルギーソリューション 60 44 ▲16

ヘルス＆セーフティー 33 27 ▲6

アグリ＆フーズ 48 51 +2

その他 122 153 +31

計 455 664 +209

• ハム・デリカの新工場
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2023年度 通期業績予想
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2023年度 通期業績予想
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2023年度 通期業績予想

※1 「親会社の所有者に帰属する当期利益」 ÷ 「親会社の所有者に帰属する持分（期首・期末の平均） 」
※2 「ネット有利子負債」 ÷ 「親会社の所有者に帰属する持分」

2022年度
（実績）

2023年度
（予想）

増減

金額 前期比

売上収益 10,049 10,800 +751 107.5%

営業利益 622 720 +98 115.8%

税引前利益 610 700 +90 114.8%

親会社の所有者に帰属する当期利益 401 440 +39 109.6%

営業利益率 6.2% 6.7%

ＲＯＥ ※1 9.7% 9.9%

基本的１株当たり当期利益 176.84円 193.53円

親会社所有者帰属持分比率 39.4% 38.0%

ネットＤ/Ｅレシオ※２ 0.75 0.86

有利子負債 3,902 4,577 ＋675 117.3％

親会社の所有者に帰属する持分 4,302 4,611 ＋309 107.2%

資産合計 10,916 12,135 +1,218 111.2%

2023年度
第2四半期累計(予想)

5,000

320

310

200

（単位：億円）
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セグメント別 通期業績予想
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2023年度 通期業績予想

2022年度
（実績）

2023年度
（予想）

増減

金額 率

デジタル＆インダストリー
売上収益 3,425 3,650 ＋225 106.6%

営業利益 290 336 ＋46 115.9%

エネルギーソリューション
売上収益 919 960 ＋41 104.4%

営業利益 57 76 ＋19 133.3%

ヘルス＆セーフティー
売上収益 2,360 2,450 ＋90 103.8%

営業利益 155 170 ＋15 109.8%

アグリ＆フーズ
売上収益 1,521 1,730 ＋209 113.8%

営業利益 55 72 ＋17 130.4%

その他

（物流・日本海水・北米産業ガス

・高出力UPS・電力他）

売上収益 1,824 2,010 ＋186 110.2%

営業利益 11 82 ＋71 772.1％

（調整額） 営業利益 54 ▲16 ▲70 ー

合 計
売上収益 10,049 10,800 ＋751 107.5%

営業利益 622 720 ＋98 115.8%

（単位：億円）
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デジタル＆インダストリ―
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2023年度 通期業績予想

■営業利益
●営業利益率■売上収益

（単位：億円）

2022年度
実績

2023年度
予想

2022年度
実績

2023年度
予想

23年度主要施策

エレクトロニクス関連分野の拡大

⚫ 国内半導体メーカーの新増設に対応したガス供給設備増強

⚫ 事業再編によるAWグループ内のエレクトロニクス向け商材集約化

および対応力強化

⚫ 半導体成膜材料など新たな機能材料の開発を加速

国内産業ガスの収益力強化

⚫ 生産設備等の増強によるエアセパレーションガス等の供給体制強化

⚫ 産業ガスを中心とした価格改定の継続

⚫ 機器装置事業におけるシステムインテグレーション分野の強化・

拡大

海外事業の拡大
⚫ インドにおけるガス製造・供給拠点の拡充と新規オンサイト案件の

獲得

外部環境認識

産業ガスをはじめとした価格改定の継続で収益力を強化
大手半導体メーカーの新増設に対応した設備投資を継続

⚫ 自動車、鉄鋼、半導体などの国内主要製造業は年度後半以
降、緩やかな回復基調に

⚫ 電力費、物流費をはじめとした製造・供給コストは高水準
を継続

⚫ インドでは、鉄鋼をはじめとした旺盛なガス需要が継続

大手半導体メーカーの設備投資に伴い、
国内各地で大規模な窒素ガス供給設備
を建設中。プラント製作の中核拠点で
ある堺製作所では、製作能力を2倍に
する工場拡張に着手しています。

TOPICS 半導体向けオンサイトガス供給設備を増強

3,425 
3,650 
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+225
（106.6%）

+46
（115.9%）
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エネルギ―ソリューション

20

2023年度 通期業績予想

2022年度
実績

2023年度
予想

23年5月、ドイツのルクサーソーラー
社と共同で、世界初となる垂直ソー
ラー発電システム「ＶＥＲＰＡ（ヴァ
ルパ）」を開発し、上市しました。
特に駐車場や豪雪地帯での需要に対応
していきます。

2022年度
実績

2023年度
予想

23年度主要施策

炭酸ガス・水素ガスの生産体制強化
⚫ 需要期（夏場）の安定供給に備えた炭酸ガス貯槽設備の増強
⚫ 水素ガス発生装置「ＶＨＲ」の拠点増強

ＬＰガス直売事業の強化
⚫ 商権買収をはじめとした直売シェアの拡大
⚫ ＤＸを活用した配送・充填・検針業務の効率化
⚫ 電気代の上昇に伴う消費動向を捉えたＬＰガス・関連機器の拡販

カーボンニュートラルに向けた取組み
⚫ 輸送用ローリーや「Ｖサテライト」などＬＮＧ関連機器の拡販
⚫ 北海道における液化バイオメタンなど環境負荷を低減する新エネル

ギー供給モデルの事業化

外部環境認識 TOPICS

炭酸ガスの生産回復とＬＰガスの直販強化により収益を拡大
脱炭素社会に向けた新エネルギー供給モデルの事業化を加速

世界初の垂直ソーラー発電システムを開発

⚫ 国内製油所の統廃合を背景とした炭酸ガス原料のタイト化
⚫ ＬＮＧをはじめとした低・脱炭素エネルギー需要の拡大
⚫ 電気代の上昇に伴うＬＰガス・関連機器需要の拡大（オー

ル電化からのトレンド変化）
⚫ ＬＰガス・灯油の配送業務における人手不足

■営業利益
●営業利益率■売上収益

（単位：億円）
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ヘルス＆セーフティー

21

2023年度 通期業績予想

2022年度
実績

2023年度
予想

+90
（103.8%）

2022年度
実績

2023年度
予想

外部環境認識

TOPICS

⚫ 人手不足を背景とした病院業務の効率化ニーズの高まり
⚫ 医療費抑制を背景とした在宅医療ニーズの高まり
⚫ データセンター向けガス消火設備の需要拡大
⚫ インバウンドの回復による化粧品分野の受託製造が拡大

■営業利益
●営業利益率■売上収益

（単位：億円）

23年度主要施策

医療機器事業の強化
⚫ グループ会社再編による医療機器事業の開発・推進体制の強化
⚫ 自社開発製品の上市と拡販

病院向けビジネスの更なる拡大・強化
⚫ コロナ後に高まった病院のアウトソーシング需要（ＳＰＤ・滅菌）

やリニューアル工事需要の取り込み
⚫ ＳＰＤにおける調達合理化や設備工事における施工の効率化

コンシューマーヘルス事業におけるメーカー機能の強化
⚫ 衛生材料、注射針、エアゾールの事業間シナジーによる機能強化
⚫ 化粧品ＯＤＭ受託の拡大

コロナ禍からの環境変化を捉え需要を取り込む
グループ会社再編や効率化を軸とした事業体制強化を推進

慶應義塾大学と共同で、世界初となる、
ＧＩ型ＰＯＦ（屈折率分布型プラスチッ
ク光ファイバ）技術を応用した、注射針
レベルの極細内視鏡の開発に成功。今後
の製品化により、関節内部を低侵襲で観
察することができ、患者様の負担を大幅
に軽減することができます。

世界初、注射針レベルの極細内視鏡を開発

極細内視鏡（左）と従来型

2,360 2,450 

155 170 

6.6% 6.9%

+15  
（109.8%）
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1,521 
1,730 

アグリ＆フーズ

22

2023年度 通期業績予想

2022年度
実績

2023年度
予想

23年2月、業界大手である㈱ベジテッ
クとデリカフーズホールディングス㈱
との資本業務提携を開始。3社の強みを
活用して新たな青果流通加工プラット
フォームを構築、農業の成長産業化と
フードロス低減への貢献を目指します。

+209
（113.8%）

2022年度
実績

2023年度
予想

外部環境認識

TOPICS

⚫ 世界的な原材料・エネルギー価格の高止りが継続
⚫ 冷凍野菜や加工野菜の需要は中長期的に拡大傾向が続く
⚫ インバウンドや人流の回復による外食・業務用需要の拡大
⚫ 気候変動による天候不順の頻発

農産加工分野において資本業務提携を開始

■営業利益
●営業利益率■売上収益

（単位：億円）

業界大手2社との資本業務提携を通じて、
新たな青果流通加工プラットフォームを構築

23年度主要施策

３社の協業を通じた青果流通加工プラットフォームの強化
⚫ 原料調達機能の強化
⚫ 各社の物流ネットワークを活用した物流の効率化
⚫ 農産物の保管・加工技術の共同開発

既存事業の深耕
⚫ ハム・デリカの新工場（鳥取県）を基軸としたした総菜・デリカ事

業の拡大
⚫ 原材料等のコスト上昇に対応した価格是正や量目変更の継続実施
⚫ 物流の内製化、不採算製品の見直し、生産体制の効率化等による収

益力の強化
55 

72 

3.6%
4.2%

+17
（130.4%）
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11 

82 
0.6%

4.1%

+71
（772.1%）

1,824 
2,010 

その他

23

2023年度 通期業績予想

2022年度
実績

2023年度
予想

23年4月、極低温冷凍システム（冷却に
液化窒素・液化炭酸ガスを使用）を製
造するベルギーのDohmeyer Holding
BVBAを子会社化。ワクチン・新薬・食
品加工などのコールドチェーンをター
ゲットに事業拡大を目指します。

+186
（110.2%）

2022年度
実績

2023年度
予想

外部環境認識 TOPICS

⚫ 電力事業： 発電燃料（ＰＫＳ等）の海上輸送コスト、製塩で
使用する石炭価格の高騰による影響は緩和傾向

⚫ 物流事業：食品や飼料をはじめとした荷扱い量は堅調だが、
ドライバー等の人手不足は喫緊の課題

⚫ 北米産業ガス事業：脱炭素需要、ＣＨＩＰＳ法に伴う半導体需
要により、全体的に産業ガス需要は拡大基調

医療・バイオ関連ビジネスを見据え、
極低温冷凍システムメーカーをＭ＆Ａ

■営業利益
●営業利益率■売上収益

（単位：億円）

M&Aによる北米産業ガス事業の拡大
低温物流ネットワークの拡大とグループ物流内製化の推進

23年度主要施策

物流

⚫ 物流ネットワークの強化と食品物流の拡大

⚫ グループ物流内製化のさらなる推進

⚫ ＤＸの推進や配送効率化をはじめとした「物流2024年問題」への対応

北米産業ガス

⚫ 生産拠点戦略とＭ＆Ａを両輪とした産業ガス供給事業のインフラ構築

⚫ 脱炭素需要に伴う水素・炭酸ガス関連事業の創出・強化

日本海水

⚫ 苅田バイオマス発電所（23年10月稼働開始予定）の安定稼働

電力

⚫ コスト（発電燃料、海上輸送等）影響の低減化
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（単位：億円）

2022年度

(実績)

2023年度

(予想)
増減

営業キャッシュ・フロー（①） 570 914 +345

投資キャッシュ・フロー（②） ▲711 ▲1,424 ▲713

財務キャッシュ・フロー（③） 193 446 +254

キャッシュ･フロー合計（①+②+③） 51 ▲64 ▲115

現金及び現金同等物の期末残高 659 603 ▲56

フリーキャッシュ・フロー（①＋②） ▲142 ▲510 ▲368

キャッシュ・フローの予想

24

2023年度 通期業績予想
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設備投資計画

25

セグメント別 設備投資計画

2022年度

（実績）

2023年度

（予想）
増減

デジタル＆インダストリ― 388 420 +32

エネルギーソリューション 44 50 +6

ヘルス＆セーフティー 27 50 +23

アグリ＆フーズ 51 65 +14

その他 153 215 +62

計 664 800 +136

（単位：億円）

2023年度 通期業績予想

2023年度の主な設備投資

• 水素ガス製造拠点

• 木質バイオマス発電所（福岡県）

• 北米における産業ガス供給拠点

• 低温物流センター（熊本県）

• オープンイノベーションを目的とした開発拠点

• エレクトロニクス向けオンサイトプラント

• インド産業ガス製造拠点

減価償却費 450 475 +25
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年間配当の予想

26

2023年度 通期業績予想

2021年度
（実績)

2022年度
（実績）

2023年度
（予想）

配当性向 29.3% 33.9% 31.0%

基本的１株当たり

当期利益
191.06 176.84 193.53

中間配当金 27.00 28.00 30.00

期末配当金 29.00 28.00 30.00

記念配当 － 4.00 －

年間配当金 56.00 60.00 60.00

（単位：円）

配当基本方針
配当性向30%を目標とし将来にわたって業績に見合った安定的な配当を行う

※

※ 基本的１株当たり当期利益は期中平均発行株式数により算出しています。
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2022年度 開示対比表（旧セグメント／新グループ・ユニット）

28

補足資料

新グループ・ユニット

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ&ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ ﾍﾙｽ&ｾｰﾌﾃｨ₋ ｱｸﾞﾘ&ﾌｰｽﾞ その他の事業

ｴﾚｸﾄﾛﾆ
ｸｽ

機能材
料

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ
ｱﾙｶﾞｽ

海外・ｴ
ﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ

ｸﾞ
ｴﾈﾙｷﾞｰ

資源循
環

ｻｰﾋﾞｽ
ｺﾝｼｭｰﾏｰ

ﾍﾙｽ
ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ

防災 ﾌｰｽﾞ ｱｸﾞﾘ
ﾅﾁｭﾗﾙ
ﾌｰｽﾞ

物流
日本海

水

北米産
業ｶﾞｽ・
高出力
UPS

電力 その他
セグメント ｻﾌﾞｾｸﾞﾒﾝﾄ

旧
セ
グ
メ
ン
ト

産業ガス
ガス

● ● ●
(水素/炭酸)機器・工事他

海外 ●

ケミカル
AWPC

●
その他

医療

設備 ●

医療サービス ●

医療ガス

●医療機器

在宅医療

衛生材料 ●

その他 ●(針) ●(歯科) ●(Gﾜｲﾄﾞ)

エネルギー
LPガス

●
天然ガス関連

農業・食品
農産・加工 ● ●

飲料 ●

その他 ●

物流
運送

●3PL

車体

海水
塩関連 ●

マグネシア ●

その他

ゾル ●

情報電子材料 ●

海外ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ●

電力 ●

その他 ●(ﾏｯﾊ等) ●(NV) ●(ｴｺﾛｯｶ) ●
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2022年3月末 2023年3月末 増減

連結子会社※ 127 142 20社増加、5社減少

持分法適用会社 12 12 －

合 計 139 154 20社増加、5社減少

2022年度 主な新規連結会社

（参考）2021年度 主な新規連結会社

※ 連結子会社の数には、当社が直接連結経理処
理を実施している会社のみを含めており、連
結子会社が連結経理処理を実施している関係
会社はその数から除外しています。なお、左
記連結子会社には、ジョイント・オペレー
ション（共同支配事業）を含んでいます。

会社名 セグメント 連結開始時期

エア・ウォーター小名浜バイオマス電力㈱ その他 2021年度1Q

㈱リプロワークホールディングス 物流 2021年度3Q

㈱プラス 農業・食品 2021年度3Q

㈱ホクエイ 産業ガス 2021年度4Q

連結対象会社数・主な新規連結会社

29

補足資料

会社名 セグメント 連結開始時期

Dohmeyer Holding BVBA その他 2022年度4Q

※ 過年度のため、旧セグメント区分にて表示しています。

2022年度 主な連結会社の異動
2023年1月18日付をもって、エア・ウォーター＆エネルギア・パワー山口㈱の株式を中国電力㈱に譲渡しました。これにより、同社は中国電力㈱の
完全子会社となり当社の連結子会社ではなくなりました。
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※ 海外における産業ガスおよびＬＰガス、灯油の売上収益は含めていません。

国内ガス種別 売上収益（デジタル＆インダストリー、エネルギーソリューション）

30

補足資料

（単位：億円）

2021年度 2022年度
増減

金額 率

酸素 270 403 +132 148.8%

窒素 314 345 +31 109.9%

アルゴン 127 134 +7 105.3%

炭酸ガス 218 215 ▲3 98.5%

水素 53 59 +6 111.8%

ヘリウム 25 38 +13 150.1%

その他ガス 199 246 +47 123.9%

ＬＰガス 314  356 +43 113.6%

灯油 135 142 +7 105.0%
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（単位：億円）

2021年度 2022年度
増減

金額 率

デジタル＆インダストリ― 263 268 ＋5 101.8%

エネルギーソリューション 64 33 ▲31 51.2%

ヘルス＆セーフティー 123 140 ＋17 114.1%

アグリ＆フーズ 47 42 ▲5 90.2%

その他 98 7 ▲91 7.0%

（調整額） 18 32 ＋14 174.6%

合計 614 522 ▲91 85.1%

セグメント別 事業利益

※1 事業利益：営業利益から、その他収益・費用を控除した利益
※2 子会社間の業務委託料の計上に伴う影響が含まれております。

31

補足資料

※2

※2

※1
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地域事業会社 売上収益

（単位：億円）

2021年度 2022年度

増減

金額 率

エア・ウォーター北海道㈱ 874 1,026 ＋152 117.4%

エア・ウォーター東日本㈱ 761 865 ＋104 113.7%

エア・ウォーター西日本㈱ 567 775 ＋207 136.7%

3社合計 2,203 2,666 ＋464 121.0%

※上記は各地域事業会社の連結業績数値です。

32

補足資料
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主要グループ会社（旧サブセグメント） 売上収益

33

補足資料

会社名
旧セグメント

（サブセグメント）

新セグメント

（ユニット）

2021年度

（億円）

2022年度

（億円）

増減

金額

（億円）
率

エア・ウォーター・マテリアル㈱
その他の事業

（情報電子材料）

デジタル＆インダストリー

（エレクトロニクス）
428 478 ＋51 111.9%

エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル㈱※１
ケミカル関連

（AWPC）

デジタル＆インダストリー

（機能材料）
321 367 ＋47 114.6%

タテホ化学工業㈱
海水関連

（マグネシア）

デジタル＆インダストリー

（機能材料）
85 93 ＋8 108.8%

川本産業㈱
医療関連

（衛生材料）

ヘルス＆セーフティー

（コンシューマーヘルス）
301 304 ＋3 101.0%

エア・ウォーター・リアライズ㈱※2 その他の事業

（エアゾール）

ヘルス＆セーフティー

（コンシューマーヘルス）
225 248 ＋23 110.1%

ゴールドパック㈱
農業・食品関連

（飲料）

アグリ＆フーズ

（ナチュラルフーズ）
489 505 +16 103.3%

エア・ウォーター小名浜バイオマス電力㈱※3 その他の事業

（電力）

その他の事業

（電力）
124 121 ▲4 97.1%

※1 2021年10月1日付でエア・ウォーター㈱の電材開発事業部、川崎化成工業㈱、大東化学㈱が統合し、発足した会社です。
そのため、2021年度は、上記3社の2021年度上期業績の単純合算、エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル㈱の2021年度下期実績の合計を記載しています。

※2 2023年4月1日付で会社名を「エア・ウォーターゾル㈱」から「エア・ウォーター・リアライズ㈱」に変更しています。
※3 2023年1月18日付で当社の完全子会社となり、会社名を「エア・ウォーター＆エネルギア・パワー小名浜㈱」から「エア・ウォーター小名浜バイオマス電力㈱」に変更しています。
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