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１－１．業績概要

8,502 8,182 -320 8,020
-3.8%

903 872 -31 830
10.6% 10.7% -3.4% 10.3%

非経常損益 35 15 -20 16

939 888 -51 846
11.0% 10.9% -5.4% 10.5%

金融損益 -147 -111 +36 -117

税引前利益 791 777 -14 729

法人所得税 -240 -208 +32 -233

当期利益 550 568 +18 496

(当期利益の帰属)

533 552 +19 481
6.3% 6.7% +3.5% 6.0%

非支配持分に帰属する当期利益 16 16 -0 15

21/3月期

通期実績

　　　利益率

親会社の所有者に帰属する当期利益

20/3月期

通期実績

　　　利益率

21/3月期

通期予想

(2/2発表)

　　　利益率

前期比

        増減率

売上収益

営業利益

単位：億円

コア営業利益

単位：円 USD（米ドル） EUR（ユーロ） SGD（星ドル） AUD（豪ドル）
2020年3月期 108.95 120.85 79.27 73.81
2021年3月期 105.94 124.07 77.76 76.71

適用為替レート（期中平均レート）
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１－１．業績概要
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【売上収益】

【営業利益】

単位：億円
20/3月期

通期実績

21/3月期

通期実績
増減額 増減率

21/3月期

通期予想
(2/2発表)

国内ガス事業 3,561 3,389 -172 -4.8% 3,309

米国ガス事業 1,988 1,899 -89 -4.5% 1,865

欧州ガス事業 1,655 1,600 -55 -3.3% 1,577

アジア・オセアニアガス事業 1,045 1,053 +8 +0.7% 1,023

サーモス事業 251 239 -12 -4.6% 246

合　計 8,502 8,182 -320 -3.8% 8,020

単位：億円
20/3月期

通期実績

21/3月期

通期実績
増減額 増減率

21/3月期

通期予想
(2/2発表)

国内ガス事業 287 291 +4 +1.3% 272

米国ガス事業 222 234 +12 +5.4% 214

欧州ガス事業 248 212 -36 -14.5% 210

アジア・オセアニアガス事業 99 94 -5 -4.6% 95

サーモス事業 72 52 -20 -27.6% 57

消去又は全社 -26 -13 +13 - -18

コア営業利益　計 903 872 -31 -3.4% 830

非経常損益 35 15 -20 - 16

営業利益 939 888 -51 -5.4% 846



１－２．セグメント別業績：国内ガス事業
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単位：億円
20/3月期

通期

21/3月期

通期
増減額 増減率

セパレートガス 他 155 140 -15 -9.7%

パッケージ 小計 155 140 -15 -9.7%

セパレートガス 481 457 -24 -5.1%

炭酸ガス 227 216 -11 -4.9%

ヘリウム 46 51 +5 +11.3%

その他ガス 100 89 -11 -11.2%

バルク 小計 855 814 -41 -4.9%

セパレートガス 711 648 -63 -8.9%

その他ガス 64 61 -3 -4.4%

オンサイト 小計 775 709 -66 -8.5%

290 265 -25 -8.7%

264 276 +12 +4.7%

小計 2,342 2,206 -136 -5.8%

ガス関連・プラント 他 777 740 -37 -4.8%

エレクトロニクス関連 195 221 +26 +13.2%

溶接・溶断関連 246 220 -26 -10.3%

小計 1,219 1,182 -37 -3.0%

3,561 3,389 -172 -4.8%

287 291 +4 +1.3%セグメント利益

特殊ガス

ＬＰガス

売上収益

機器・工事 他

ガス

売上収益 合計

バルク

パッケージ

オンサイト

・バルク・オンサイト（セパレートガス）：

製造業全般で需要が大きく減少

・特殊ガス：半導体メーカー向けの出荷数量増

・機器・工事 他（エレクトロニクス関連）：

半導体メーカー向け機器・設備工事の計上

売上収益増減要因 セグメント利益増減要因

・燃料価格下落によるコスト低減

・バルクでは、主にセパレートガスの減収による減益

・エレクトロニクス機器・工事での増収による増益

・ガス関連機器での減収による減益



１－２．セグメント別業績：米国ガス事業
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・パッケージ・バルク：製造業全般で需要が減少

・ヘリウム：価格改定効果による増収

・オンサイト：供給先の稼働低調による減収

・機器・工事 他（エレクトロニクス関連）：

半導体メーカー向け機器等の計上

売上収益増減要因 セグメント利益増減要因

・バルクでは出荷数量減の一方、採算性を改善

・パッケージガス、溶接・溶断関連での減収による減益

・一過性収益の計上及び前期分剥落

※為替換算による影響：売上収益 ▲54.9億円 セグメント利益 ▲6.2億円

単位：億円
20/3月期

通期

21/3月期

通期
増減額 増減率

セパレートガス 他 465 415 -50 -10.8%

パッケージ 小計 465 415 -50 -10.8%

セパレートガス 365 352 -13 -3.5%

炭酸ガス 255 239 -16 -6.1%

ヘリウム 59 71 +12 +20.4%

その他ガス 111 118 +7 +6.8%

バルク 小計 791 782 -9 -1.1%

セパレートガス 98 92 -6 -6.8%

その他ガス 133 118 -15 -11.4%

オンサイト 小計 232 210 -22 -9.4%

44 43 -1 -2.4%

63 65 +2 +3.6%

小計 1,597 1,517 -80 -5.0%

エレクトロニクス関連 49 59 +10 +19.2%

溶接・溶断関連 341 322 -19 -5.4%

小計 391 382 -9 -2.3%

1,988 1,899 -89 -4.5%

222 234 +12 +5.4%セグメント利益

特殊ガス

ＬＰガス

売上収益

機器・工事 他

ガス

売上収益 合計

バルク

パッケージ

オンサイト



１－２．セグメント別業績：欧州ガス事業
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・パッケージ：主にイタリアでの冷媒事業（次世代冷媒）

の販売軟調に加え、セパレートガスを中心に減収

・バルク・オンサイト：製造業全般で需要が減少

売上収益増減要因 セグメント利益増減要因

・バルクでは出荷数量減の一方で、採算性が改善

・バルク・パッケージほか全般で減収による減益

・冷媒事業（次世代冷媒）の販売軟調による減益

※為替換算による影響：売上収益 +44.1億円 セグメント利益 +6.6億円

単位：億円
20/3月期

通期

21/3月期

通期
増減額 増減率

セパレートガス 他 406 381 -25 -6.3%

パッケージ 小計 406 381 -25 -6.3%

セパレートガス 386 385 -1 -0.2%

炭酸ガス 242 227 -15 -6.1%

ヘリウム 78 77 -1 -1.0%

その他ガス 70 73 +3 +4.0%

バルク 小計 777 764 -13 -1.7%

セパレートガス 223 218 -5 -2.4%

その他ガス 37 35 -2 -4.4%

オンサイト 小計 260 253 -7 -2.6%

67 67 +0 +0.4%

小計 1,512 1,466 -46 -3.0%

ガス関連・プラント 他 113 106 -7 -6.3%

溶接・溶断関連 29 27 -2 -8.8%

小計 143 133 -10 -6.8%

1,655 1,600 -55 -3.3%

248 212 -36 -14.5%セグメント利益

特殊ガス

売上収益

機器・工事 他

ガス

売上収益 合計

バルク

パッケージ

オンサイト

※今期に商品集計区分を見直したため、上記2020年3月期通期実績で表示している業績情報は前期の開示情報と異なります。



１－２．セグメント別業績：アジア・オセアニアガス事業
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・バルク：一部の地域では都市封鎖等の影響で、需要が

大幅に減少し、出荷数量減。

・特殊ガス：中国・台湾での電子材料ガスの出荷は好調

・機器・工事 他：製造業全般で需要が減少

売上収益増減要因 セグメント利益増減要因

・中国・台湾での電子材料ガスの増収による増益

・豪州でのLPガス事業の採算性改善

・東南アジア全般での減収による減益

・関係会社での固定資産減損損失

※為替換算による影響：売上収益 +3.6億円 セグメント利益 +0.8億円

単位：億円
20/3月期

通期

21/3月期

通期
増減額 増減率

セパレートガス 他 35 35 -0 -1.2%

パッケージ 小計 35 35 -0 -1.2%

セパレートガス 158 151 -7 -4.1%

炭酸ガス 19 18 -1 -3.6%

ヘリウム 57 57 -0 -1.1%

その他ガス 27 29 +2 +7.4%

バルク 小計 262 256 -6 -2.2%

セパレートガス 37 37 -0 -0.1%

オンサイト 小計 37 37 -0 -0.1%

141 142 +1 +1.2%

274 327 +53 +19.5%

小計 750 799 +49 +6.5%

ガス関連・プラント 他 174 151 -23 -13.0%

エレクトロニクス関連 68 58 -10 -14.6%

溶接・溶断関連 52 43 -9 -16.7%

小計 294 253 -41 -14.0%

1,045 1,053 +8 +0.7%

99 94 -5 -4.6%セグメント利益

特殊ガス

ＬＰガス

売上収益

機器・工事 他

ガス

売上収益 合計

バルク

パッケージ

オンサイト



１－２．セグメント別業績：サーモス事業
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・国内：外出・店頭営業活動の自粛による販売機会の逸失

で、主力のケータイマグは出荷数量減。一方で、在宅で

の巣篭もり需要によりフライパン・タンブラーは堅調

・海外：各地域で出荷数量が下期にかけて回復に転じ増収

売上収益増減要因 セグメント利益増減要因

・国内：新学期や行楽シーズン等の需要期で、販売機会を

活かせず、主力であるケータイマグの減収による減益

・海外：持分法適用会社の販売は低調

※為替換算による影響：売上収益 ▲0.0億円 セグメント利益 ▲0.0億円

単位：億円
20/3月期

通期

21/3月期

通期
増減額 増減率

国内 218 204 -14 -6.4%

海外 32 35 +3 +7.5%

売上収益 合計 251 239 -12 -4.6%

72 52 -20 -27.6%セグメント利益

売上収益



２－１．2022年3月期 業績予想概要
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8,182 8,650 +468
+5.7%

872 960 +88
10.7% 11.1% +10.0%

非経常損益 15 5 -10

888 965 +77
10.9% 11.2% +8.6%

金融損益 -111 -105 +6

税引前利益 777 860 +83

法人所得税 -208 -260 -52

当期利益 568 600 +32

(当期利益の帰属)

552 582 +30
6.7% 6.7% +5.4%

非支配持分に帰属する当期利益 16 18 +2

親会社の所有者に帰属する当期利益

21/3月期

通期実績

　　　利益率

22/3月期

通期予想

　　　利益率

前期比

        増減率

売上収益

営業利益

単位：億円

コア営業利益

単位：円 USD（米ドル） EUR（ユーロ）
2022年3月期 想定 105 125
2021年3月期 実績 105.94 124.07

適用為替レート（期中平均レート）



２－２．2022年3月期 セグメント別業績予想
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【売上収益】

【営業利益】

単位：億円
21/3月期

通期実績

22/3月期

通期予想
増減額 増減率

国内ガス事業 3,419 3,600 +181 +5.3%

米国ガス事業 1,899 1,980 +81 +4.2%

欧州ガス事業 1,600 1,730 +130 +8.1%

アジア・オセアニアガス事業 1,020 1,060 +40 +3.9%

サーモス事業 239 280 +41 +16.8%

調整額 2 - - -

合　計 8,182 8,650 +468 +5.7%

単位：億円
21/3月期

通期実績

22/3月期

通期予想
増減額 増減率

国内ガス事業 298 311 +13 +4.1%

米国ガス事業 231 236 +5 +2.0%

欧州ガス事業 210 248 +38 +18.0%

アジア・オセアニアガス事業 89 102 +13 +14.3%

サーモス事業 51 74 +23 +43.2%

調整額 -8 -11 -3 -

コア営業利益　計 872 960 +88 +10.0%

非経常損益 15 5 -10 -

営業利益 888 965 +77 +8.6%

2022年3月期にセグメント区分の内訳組換えを実施しているため、
2021年3月期 通期実績は新たなセグメント集計基準で再表示しています。
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（参考資料）



売上収益開示区分
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セグメントごとの売上収益開示区分の内訳は下記の図表の通りです。

開示区分 内容

ガス 酸素、窒素、アルゴンをはじめとする産業ガス、ＬＰガス、特殊ガス

パッケージ お客さまに充填容器（シリンダー）を配送し、ガスの利用方法に応じて供給する形態

セパレートガス 他 セパレートガス（大気から分離して製造する酸素・窒素・アルゴン）を含む、すべてのガス

バルク お客さまの構内に液化ガスの貯槽を設置して、ガスの利用方法に応じて供給する形態

セパレートガス 酸素、窒素、アルゴン

炭酸ガス 炭酸ガス、ドライアイス

ヘリウム ヘリウムガス

その他ガス 水素などのその他のガス

オンサイト お客さまの隣接地に生産工場を設置して、配管を直接繋いで、常時供給する形態

セパレートガス 酸素、窒素、アルゴン

その他ガス 水素、一酸化炭素などのその他のガス

ＬＰガス プロパンガス、ブタンガス

特殊ガス 主に半導体や液晶パネルの製造工程で使用される電子材料ガス、標準ガス、高純度ガスなど

機器・工事 他 ガス利用時の付帯設備、ガス純度を上げるための精製設備、設備据付工事など

ガス関連・プラント 他 供給設備・除害装置などのガス関連機器、空気分離装置（Air Separation Unit）など

エレクトロニクス関連 エレクトロニクス向けの設備据付・配管工事、不純物を除去する精製装置など

溶接・溶断関連 ガス溶接・溶断を含む金属加工で利用される機器・器具類、溶接棒など（ハードグッズ）



四半期業績推移
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1,845 2,000 2,077 2,259 8,182

140 226 237 267 872
7.6% 11.3% 11.4% 11.9% 10.7%

非経常損益 - -0 27 -10 15

140 225 264 256 888
7.6% 11.3% 12.8% 11.4% 10.9%

金融損益 -25 -32 -25 -27 -111

税引前四半期利益 114 193 239 229 777

法人所得税 38 53 71 43 208

四半期利益 76 139 167 185 568

(四半期利益の帰属)

74 135 163 178 552

非支配持分に帰属する四半期利益 1 3 3 6 16

（ご参考）適用為替レート[期中平均レート]（円）

米ドル（USD） 107.38 106.32 105.54 105.94 105.94

ユーロ（EUR） 118.74 121.66 122.61 124.07 124.07

21/3月期

通期実績

　　　利益率

21/3月期

1Q期間

　　　利益率

21/3月期

2Q期間

　　　利益率

21/3月期

4Q期間

　　　利益率

親会社の所有者に帰属する四半期利益

21/3月期

3Q期間

　　　利益率

売上収益

営業利益

単位：億円

コア営業利益

※上記で表示している業績数値は、各四半期累計の差引きによる簡便な計算方式で算出しております。



非経常収益・費用明細
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明細 金額 明細 金額

国内土地売却益等 65億円 法的請求に基づく和解金 27億円

alfi事業再構築関連費用（サーモス） -5億円 関係会社事業整理に伴う減損損失 -11億円

関係会社事業整理に伴う減損損失等 -24億円 その他 -1億円

合計 35億円 合計 15億円

20/3月期 通期実績 21/3月期 通期実績

【非経常収益・費用明細】

コア営業利益 903 872 -31

非経常損益 35 15 -20

営業利益 939 888 -51

20/3月期

通期実績

21/3月期

通期実績
前期比単位：億円



要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
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税引前利益 791 777 -14

減価償却費・償却費 837 863 +26

運転資金増減 31 5 -26

その他 -160 -153 +7

①営業活動によるキャッシュ・フロー 1,500 1,492 -8

設備投資 -728 -600 +128

投融資 -5 -7 -2

その他（資産売却 等） 107 11 -96

②投資活動によるキャッシュ・フロー -626 -596 +30

フリー・キャッシュ・フロー（①＋②） 874 895 +21

8,983 8,581 -402

1.45 1.15 -0.30

20/3月期

通期実績

21/3月期

通期実績
前期比単位：億円

調整後ネットD/Eレシオ

純有利子負債

純有利子負債：有利子負債 － 現金及び現金同等物

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等の
資本に類似した特徴を有しているファインナンス形態



要約財政状態計算書（連結）
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現金及び現金同等物 1,000 910 -90

営業債権 1,792 1,820 +28

棚卸資産 658 696 +38

その他 221 261 +40

流動資産 合計 3,673 3,689 +16

有形固定資産 6,551 6,857 +306

のれん 4,192 4,550 +358

無形資産 2,320 2,377 +57

その他 778 888 +110

非流動資産 合計 13,844 14,673 +829

資産 合計 17,517 18,362 +845

20/3月期

 期末実績

21/3月期

 期末実績

比較

差異
単位：億円

有利子負債 9,983 9,492 -491

営業債務 938 960 +22

その他 2,187 2,470 +283

負債 合計 13,110 12,923 -187

資本金・剰余金等 4,727 5,158 +431

その他の資本の構成要素 -634 -26 +608

4,093 5,131 +1,038

313 307 -6

資本 合計 4,406 5,439 +1,033

負債・資本 合計 17,517 18,362 +845

非支配持分

20/3月期

期末実績

21/3月期

期末実績

比較

差異

親会社の所有者に帰属する持分



重要経営指標（連結）
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20/3月期

期末実績

21/3月期

期末実績

基本的１株当たり当期利益 123.26円 127.59円

海外売上収益比率 55.5% 56.1%

ROE 13.1% 12.0%

ROCE 6.4% 6.1%

一株当たり年間配当金 28円 30円

配当性向 22.7% 23.5%

設備投資(資金ベース)及び投融資* 735.43
億円

614.36
億円

減価償却費 837.98
億円

863.80
億円

フリー・キャッシュ・フロー 874.55
億円

895.44
億円

有利子負債残高 9,983.89
億円

9,492.42
億円

純有利子負債残高 8,983.84
億円

8,581.83
億円

* 上記で開示している「投融資」は、投資活動によるキャッシュ・フローの投融資（投資有価証券の取得、子会社株式の取得、事業譲受）です。



事業別売上収益割合
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（サーモス事業除く）

85%

3%

12%

欧州
1,600億円

59%24%

9%

8%

日本
3,389億円

83%

9%

6%
2%

米国
1,899億円

39%

44%

3%

14%

アジア・オセアニア

1,053億円

産業ガス

67%

エレクトロニクス

19%

メディカル

8%

エネルギー

6%

2021年3月期
通期 全体

7,942億円
（除くサーモス）



当社グループのガス供給体制

20

空気分離装置(ASU)

CE
蒸発器

液化ガスローリー
（バルク）

パイプラインで供給
（オンサイト）

パッケージガス

充填所

お客さま

・鉄鋼・非鉄金属
・エレクトロニクス
・石油・化学
・自動車・機械
・ガラス・製紙
・医療
・食品
・その他

酸素 窒素
アル
ゴン

シリンダーによる供給
（パッケージガス）

パッケージ
ガス デュワー瓶

（液体）炭酸
ガス 水素 ヘリ

ウム

ＬＰ
ガス

特殊
ガス

アセチ
レン

酸素 窒素
アル
ゴン

酸素 窒素
アル
ゴン

タンクローリー、シリンダーに
よる供給（バルク、パッケージガス）

化学工場の
オフガス

海外からコン
テナ等で輸入

セパレートガス

その他のガス

酸素 窒素
アル
ゴン

炭酸
ガス 水素 ヘリ

ウム

ＬＰ
ガス

特殊
ガス

アセチ
レン



注意事項
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本資料は、証券取引上のディスクロージャー資料ではなく、
その情報の正確性、完全性を保証するものではございません。

また、本資料には将来に関する計画や戦略、業績に関する予想や見通しが
記述されております。これらは現時点で入手可能な情報により

当社が判断、想定したものであり、実際の業績はさまざまなリスクや
不確実性（経済動向、市場需要、為替レート、税制や諸制度などが

ございますが、これらに限りません）を含んでおります。

このため、現時点での見込みとは異なる可能性がございますことを
お含みおきいただき、本資料のみに依拠して投資判断されますことは

お控え下さいますよう、お願い致します。


