
　　

日本海ガス絆ホールディングスグループの歩み

日本海ガス
絆HDGを知る

2004
 指定工事業者5社による
出資によりG・テック創立

2014
日本海ガスグループ（のちの
日本海ガス絆ホールディング
スグループ）の一員となる

2011
モット日本海ガスを
設立

1989
ガスメック創立

1989
株式会社サプ
ラ日本海ガス
創立

1991
中央設備管理株式会
社と株式会社サプラ
日本海ガスが合併し、
株式会社サプラ設立

2000  
・ 三代目新田八朗 
社長就任
・ 北陸地区共同 
熱量変更事業開始

2004  
LNG輸送
スタート

2005 
日ガス100％出資の
子会社となる

2016  
「ハウジング事業部」
設置

2015  
ユナイテッド・リース
（株）と合併

2007  
天然ガス転換
完了

2018
創立

2018
エネマネ
事業者に認定

2002
社名を
「テルサウェイズ」に

1991 
テルサ運輸
創立（日ガス
岩瀬工場内）

1995 
大沢野
LPガスセンター
竣工

2000
平成12年

2010
平成22年

2002
創立60周年

2000
創立30周年

2016
 国際石油開発帝石（株）
の天然ガス輸送パイプラ
インよりガス受入開始

2012
創立70周年
 国際石油開発帝石（株） 
天然ガスパイプライン 
（富山ライン）起工 

2004
日本海ガスの出資比率
が100％となる

2010
創立40周年

1942
創立
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SDGs（持続可能な開発目標）とは、2 015年9月の国連
サミットで採択され、全世界が合意した 2 0 3 0年の未来像
を示すものです。このサミットでは、2 016年から 2 0 3 0

年までの長期的な開発指針として「持続可能な開発のため
の 2 0 3 0アジェンダ」が採択され、この文書の中核を成す
ものが SDGsです。SDGsは、17のゴールと 169のター
ゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないこ
とを誓っています。

SDGsは、同年12月に採択された「パリ協定」と両輪に
なって、世界を変える道しるべとなり、政府や自治体、民間
企業等の行動に大きな影響を与えています。
当社グループでは、CSR活動基本方針に基づき、

SDGsと方向性が合致するものを抽出し、「環境保全」、「エ
ネルギーセキュリティの向上」、「ステークホルダーとのかか
わり」を通じて、SDGsの目標達成に貢献していきたいと
考えています。

環
境
保
全

エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
向
上

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
か
か
わ
り

SDGsの目標 関連する当社グループの活動一例

エネルギーをクリーンに ▶ ガスの高度利用と 
循環型経済の推進

つくる責任、つかう責任 ▶ 事業活動に伴う 
産業廃棄物の抑制

気候変動に 
具体的な対策を ▶ 事業活動に伴う 

CO2排出量の削減

陸の豊かさも守ろう ▶ ISO14001に基づく環境活動

産業と技術革新の基盤 ▶ 自然災害に強い強靭なガス導管網 
および供給体制の整備・拡充

住み続けられる街づくり ▶ お客さまの安心・安全の確保と 
災害対策

ジェンダー平等の実現 ▶ 女性が働きやすい職場づくり、 
活躍の推進

働きがいも経済成長も ▶ ワークライフバランスの推進

パートナーシップの 
活性化 ▶ お客さまや地域との 

コミュニケーション

環境保全

エネルギーセキュリティの向上エネルギーセキュリティの向上

ステークホルダーとのかかわり

SDGs実現に向けて

関連する当社グループの活動

持続可能な社会実現に貢献するため、当社グ
ループでは、地域の様々なステークホルダーの
ご理解とご協力を土台とし、エネルギーの安定
供給という公益使命を幹として、様々な環
境活動を枝葉に展開いたします。
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基本方針 4 新規事業、アライアンス、M&A等による事業基盤の強化

事業基盤強化策としてアライアンスやM＆A等は有効な手段
のひとつであるため、経営判断を迅速に実施するために必要
な各事業の的確な状況把握とアライアンス等による影響を可
視化できる体制の構築を目指します。
また、新規事業については当社に担当部署を新たに設置し、
各事業会社と協力して取り組みます。

重点課題 1 柔軟かつ迅速なアライアンス戦略を�
事業単位で実施できる体制の整備支援

重点課題 2 新規事業の立ち上げ

重点課題 3 電力ビジネスの検討

重点課題 4
新規事業、アライアンス、M&A等に必要な�
資金の確保

基本方針 5
安定的な人材の確保と就業環境の整備による�
積極的かつ効果的な人材活用

当社グループが持続的な成長を遂げるために、グループ全体
を見据えた社員教育体系の構築と働きやすい職場環境の提
供を目指します。
また、安定的な人材確保のために、採用方法の見直しや事業
会社間での人事交流等のグループ内で横断的かつ機動的な
人員配置ができる体制を目指します。

重点課題 1 グループ統合を踏まえた人事制度の改定、構築

重点課題 2 グループ全体を見据えた人材育成体系の構築

重点課題 3 グループ全社員が最大限の能力を発揮できる�
就業環境の整備、創出

重点課題 4
生産性向上につながる業務効率化に向けた�
取組みの継続的な提案および実施

基本方針 6 ICT・デジタル技術の活用

デジタル技術等を活用して各事業会社の効率的な業務を支
援するとともに、お客さまとのコミュニケーションやお客さま
の快適で豊かなくらしの提供等にも活用していくことを目指
します。

重点課題 1 各事業会社の効率的な業務の実施に必要なICT・
デジタルインフラの整備と拡充

重点課題 2
効率的なグループ経営や運営に必要なICT・デジ
タルインフラの整備と拡充

主な数値目標

基本方針 1 各事業会社の自立した会社経営の実現
事業会社における意思決定の迅速化や事業会社社員のプロ
フェッショナル化とモチベーション強化を実現し、各事業会社
が今後予想される環境変化に適応した機動的な業務執行に
よって企業価値を向上させることができるように、各事業会
社をサポートして当社グループの発展を目指します。

重点課題 1 事業会社、事業単位での迅速な意思決定と�
機動的な業務執行体制の整備支援

重点課題 2 各事業会社の中期経営計画の運用支援

重点課題 3 各事業会社の収支改善支援

基本方針 2 ステークホルダーとの関係深化
持株会社として全てのステークホルダーに対し情報を発信し
てコミュニケーションの構築を目指すとともに、各事業会社に
おけるステークホルダーとのコミュニケーション構築を支援し
ていきます。
また、当社グループの価値を向上させて、株主さまへの安定
的な配当を目指します。

重点課題 1 各事業におけるお客さまとの�
コミュニケーション構築のための体制支援

重点課題 2
日本海ガス絆ホールディングスの財務体質の改善、
強化による株主さまへの安定的な配当の実現

基本方針 3 事業会社間の連携強化と日本海ガス絆ホールディングスグループ経営体制の確立

地域のインフラを支える当社グループにおいては、コンプライ
アンスの遵守が最重要であることから、グループ全体での内
部統制体制の構築に取り組みます。
また、今後想定される経営環境・事業環境の変化に迅速に対
応していくために、グループ経営の視点を持って事業会社間
の連携を強化し、様々な課題に対して協力して取り組めるグ
ループ経営体制の構築を目指します。

重点課題 1 グループ全体でのコンプライアンス体制の構築

重点課題 2 グループ内管理部門の連携強化と�
役割の見直しによる業務効率の向上

重点課題 3 各事業会社の役割の明確化による�
事業会社間の連携支援

重点課題 4 日本海ガス絆ホールディングスの収益基盤の確立

・�エネルギー自由化等の経営環境・事業環境の動向にあわせ、�
お客さまニーズを捉えたサービスを提供する
・�日本海ガス絆ホールディングスグループとして�
連結売上高280億円以上、連結経常利益10億円以上を目指す

中期ビジョン
（2021年の姿）

中期ビジョン（目指す姿）とビジョン実現のための 基本方針 重点課題

当社は日本海ガス株式会社、株式会社サプラ、株式会社
モット日本海ガス、株式会社テルサウェイズの中核4社と関
係会社を傘下に持つ持株会社として 2 018年1月4日に創
立しました。
当社の創立はエネルギー自由化の進展に伴う急激な経

営環境・事業環境の変化に、当社グループの総力を結集し
て迅速に対応することを目的としています。
当社創立後に初めて策定した中期経営計画「2 019中期

経営計画（2 019～2 0 21年）」は、これまでグループ会社
がそれぞれ作成していた中期経営計画を集約して、2 019

～2 0 21年の 3年間を計画期間としたグループ中期経営計
画として発展させました。
本中期経営計画では、グループ経営の視点を重視して持

株会社体制を整備することによって、グループの経営資源
を最適に配分して事業単位での競争力を強化し、当社グル
ープの持続的な成長へ繋げていくことを目指します。

連結経常利益

1,049

949

1,117

905

目標
実績

（百万円）

20202019 2021（年）

1,200

1,100

1,000

900

800

0

連結売上高

目標
実績

（百万円）

20202019 2021（年）

29,000

28,000

27,000

26,000

25,000

24,000

0

28,697

26,893

25,96825,936

日本海ガス絆ホールディングスグループ
2019中期経営計画
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日本海ガス絆ホールディングスグループ（以下、
「当社グループ」）は、中核子会社「日本海ガス」の
岩瀬工場にて 2 0 01年に環境マネジメントシステ
ムの国際規格 ISO14 0 01を認証取得して以来、
持続可能な社会の実現に貢献することを目的に
CSR活動を推進してきました。近年では、自然災
害が頻発・激甚化している状況に鑑み、より強靭
でレジリエントなエネルギーインフラの構築と環
境負荷低減活動の推進・強化が大きな課題となっ
ています。

2 015年に国連サミットにおいて採択された国
際目標「SDGs」は、近年国内においても急速に認
知が広がり、各所で様々な取り組みがすすめられ

ています。当社グループにおいては、2 02 0年1月
に富山市と締結した「SDGsの推進に関する包括
連携協定」に基づき、地域産業振興や脱炭素化を
実現するための方策の推進、自立・分散型エネル
ギーインフラの公共施設への面的展開などの施策
において、行政と緊密に連携・協力を図り、地域社
会の持続的な発展を目指した事業活動をすすめて
おります。

また、気候変動に関する国際的枠組みであるパ
リ協定に基づき、世界的に低炭素化・脱炭素化の
動きが加速する中、日本政府も 2 02 0年10月に
「2 0 5 0年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実
現を目指す」ことを宣言し、今後日本も脱炭素への

投資を成長の軸とする新たな経済への舵を切るこ
ととなりました。

こうした中、当社グループは化石燃料の中で最も
環境負荷の少ない天然ガスを事業基盤の中心に
据えており、今後も天然ガスの普及に努める中で、
低炭素化の一端を担うことができると考えており
ます。一方で、本格的な脱炭素時代に向けては、サ
ービスの在り方やグループの事業構造を大きく変
化させていく必要を認識しています。グループ経
営理念に掲げる「総合エネルギーグループ」に進化
をするべく、再生可能エネルギーを起点とした電力
ビジネスへの取り組みや、エネルギーの高度利用に
関する新たな技術の導入も視野に入れながら、引

き続き地球環境負荷低減に貢献する事業活動を
展開して参ります。加えて、これまでの延長線上に
ない事業領域への取り組みや地域の起業家支援・
育成を通して地域産業の振興に尽力し、地域の持
続的な成長に貢献していく所存です。

「日本海ガス絆ホールディングスグループがあっ
てよかった」と思っていただける企業グループにな
るべく、地域のステークホルダーの皆さまと手を取
り合い、持続可能な社会の実現に向けた価値創造
を行って参ります。

代表取締役社長

新田��洋太朗

日本海ガス絆ホールディングスグループが�
あってよかったと思っていただける�
企業グループに
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財務データ
連結貸借対照表 （単位：千円）

2018.12.31 2019.12.31

資産の部

固定資産 20,394,334 21,381,166

有形固定資産 14,940,888 14,713,983

製造設備 491,998 488,591

供給設備 9,237,301 9,399,736

業務設備 2,024,711 1,989,171

その他の事業設備 2,497,453 2,658,857

建設仮勘定 689,422 177,625

無形固定資産 311,449 249,516

その他の無形固定資産 311,449 249,516

投資その他の資産 5,141,996 6,417,667

投資有価証券 4,061,347 5,234,104

長期貸付金 1,130 750

繰延税金資産 749,168 850,154

その他の投資 407,244 398,051

貸倒引当金 △76,893 △65,392

流動資産 9,971,434 10,521,205

現金及び預金 5,247,463 5,313,333

受取手形及び売掛金 3,541,601 3,915,461

商品及び製品 15,146 16,260

仕掛品 233,365 457,215

原材料及び貯蔵品 280,596 327,235

繰延税金資産 159,931 -

その他の流動資産 502,876 500,062

貸倒引当金 △9,547 △8,365

資産合計 30,365,769 31,902,371

連結損益計算書 （単位：千円）

2018.01.01
~2018.12.31

2019.01.01
~2019.12.31

科目

売上高 24,906,815 25,968,491

売上原価 14,207,336 15,381,165

売上総利益 10,699,479 10,587,325

供給販売費及び一般管理費 9,788,053 9,603,307

供給販売費 8,437,415 8,258,760

一般管理費 1,350,638 1,344,547

営業利益 911,425 984,018

営業外収益 139,839 177,278

受取利息 690 685

受取配当金 59,725 79,063

賃貸料 19,661 18,508

受取手数料 18,520 31,003

その他営業外収益 41,240 48,017

営業外費用 46,680 43,312

支払利息 44,841 38,226

その他営業外費用 1,839 5,086

経常利益 1,004,584 1,117,984

特別利益 21,426 11,693

固定資産売却益 12,961 7,567

補助金収入 4,741 -

その他特別利益 3,723 4,126

特別損失 5,890 2,777

固定資産売却損 635 254

固定資産圧縮損 5,255 1,467

その他特別損失 - 1,055

税金等調整前当期純利益 1,020,120 1,126,900

法人税、住民税及び事業税 366,838 397,279

法人税等調整額 △32,382 18,812

当期純利益 685,664 710,808

非支配株主に帰属する 
当期純利益

- △6,455

親会社株主に帰属する 
当期純利益

685,664 717,264

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）

区　　分 2018年度 2019年度

Ⅰ 営業活動によるキャッシュフロー

税金等調整前当期純利益 1,020,120 1,126,900

減価償却費 2,076,083 1,857,062

有形固定資産除却損 16,637 7,545

ガスホルダー等修繕引当金の増減額 △118,274 △90,225

退職給付に係る負債の増減額 111,022 100,641

貸倒引当金の増減額 △39,034 △13,253

受取利息及び受取配当金 △60,416 △79,749

支払利息 44,841 38,226

売上債権の増減額 △260,247 △290,080

たな卸資産の増減額 △8,324 △52,435

仕入債務の増減額 △117,273 582,532

その他 △46,810 8,768

小　　　　　計 2,618,324 3,195,933

利息及び配当金の受取額 60,416 79,749

利息の支払額 △46,084 △39,380

法人税等の支払額 △317,801 △390,119

営業活動によるキャッシュフロー 2,314,854 2,846,182

Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー

定期預金の預入による支出 △333,446 △628,446

定期預金の払出による収入 293,445 598,446

有形固定資産の取得による支出 △1,290,233 △1,478,609

無形固定資産の取得による支出 △31,319 △20,983

投資有価証券の取得による支出 △32,736 △13,578

貸付金の回収による収入 554 500

その他 △11,850 △68

投資活動によるキャッシュフロー △1,405,586 △1,542,740

Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー

長期借入れによる収入 500,000 -

長期借入金の返済による支出 △1,119,828 △1,390,628

配当金の支払額 △75,957 △54,133

非支配株主への配当金の支払額 - △1,730

その他 △169 △261

財務活動によるキャッシュフロー △695,954 △1,446,753

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額

213,314 △143,311

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

4,460,703 4,674,017

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

- 179,181

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

4,674,017 4,709,887

（単位：千円）

2018.12.31 2019.12.31

負債の部

固定負債 8,253,551 7,469,143

長期借入金 5,454,124 4,448,496

退職給付に係る負債 1,528,513 1,511,977

ガスホルダー等修繕引当金 334,394 244,169

繰延税金負債 827,448 1,168,592

その他の固定負債 109,071 95,908

流動負債 5,772,515 6,311,268

一年以内に期限到来の固定負債 1,390,628 1,005,628

買掛金 1,902,967 2,191,444

未払金 1,169,488 1,457,043

未払法人税等 271,731 286,745

賞与引当金 - 309,517

その他の流動負債 1,037,700 1,060,889

負債合計 14,026,067 13,780,412

純資産の部

株主資本 14,499,949 15,250,887

資本金 679,500 679,500

資本剰余金 10,089,669 10,089,669

利益剰余金 3,766,277 4,517,476

自己株式 △35,496 △35,758

その他の包括利益累計額 1,839,752 2,742,049

その他有価証券評価差額金 1,897,269 2,707,007

退職給付に係る調整累計額 △57,516 35,041

非支配株主持分 - 129,021

純資産合計 16,339,702 18,121,958

負債・純資産合計 30,365,769 31,902,371

売上高

24,566,947

21,543,640
22,781,878

24,906,815
25,968,491

（千円）

2017年度2016年度2015年度 2019年度2018年度

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

経常利益
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（千円）
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※参考として2015年度～2017年度は日本海ガス株式会社の連結会計年度における数値を記載しております。
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