
日本海ガス絆ホールディングスグループの歩み

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

株式会社日本海ラボ

2011
㈱モット日本海ガス
を設立

1989
㈱ガスメック創立

2004  
LNG輸送
スタート

2005 
日ガス100％出資の
子会社となる

1989
㈱サプラ日本
海ガス創立

1991
中央設備管理㈱と㈱
サプラ日本海ガスが
合併し、㈱サプラ設立

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  
・ 北陸地区共同
熱量変更事業開始

2007  
天然ガス転換
完了

2018
創立

2018
エネマネ
事業者に認定

2016  
「ハウジング事業部」
設置

2015  
ユナイテッド・リース
㈱と合併

2000
平成12年

2010
平成22年

2019
日本海ガス絆ホールディングス
グループ㈱、㈱高岡ガスサービス、
㈱丸八が配送管理会社
エネシップ㈱を設立
配送連携開始

2016
国際石油開発帝石㈱ の
天然ガス輸送パイプライ
ンよりガス受入開始

2020
エネシップ配送車・
バルク車導入

2012
創立70周年
 国際石油開発帝石㈱
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

1942
創立

2020
設立

HATCH（ハッチ）
開設

2020
サプラガス導管事業
吸収分割契約締結

新社屋竣工

2020
創立50周年
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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。

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」）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。

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。　

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

向上向上向上向上キュュリテリテリテリテリティのィのィのィのィの向エネルギーセキ 向上ルギ セキュュエ ののののの 上上上上上エネ の向ネルギーセキ ィー ュ テ 上ギ セキ 向エネ の向ギ リテリテリテリテリティのィのィのィのィの向上向向向向ネルギーセキュュエ リリリリリー テテテテテ

ステークホルダーーとのかかわり

SDGs実現に向けて

関連する当社グループの活動
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SDGs実現に向けて

富山市との SDGs包括連携協定の締結
2020年1月21日、富山市と日本海ガス絆ホールディングス株式会社（以下、「当社」）は、SDGsの推進に向けて、地域の

資源を有効に活用して協働することで、地域社会の持続的な発展に資することを目的に、「SDGsの推進に関する包括連携協

定」を締結しました。

2018年に SDGs未来都市に選定された富山市は「コンパクトシティ戦略による持続可能な付加価値創造都市の実現」を、当

社グループはグループ中期経営計画（2019年～2021年）において、SDGs視点での地域のレジリエンス向上を掲げています。

これまでも富山市と当社は、環境保全活動や災害時協力など様々な分野で連携してきましたが、富山市のSDGs未来都市の選

定を機に、SDGsの推進においても相互に緊密な連携と協力を加速していきます。

1地域産業振興に関すること

北陸ビジネスプランコンテストの開催
北陸ビジネスプランコンテストは、2020年6月に設立した日本海ラボの

インキュベーション※の取り組みを推進するため開催いたしました。キックオフ

ミーティングから約1ヶ月間、エントリーチームには、各自が提案したビジネス

プランのブラシュアップに取り組み、タワー111スカイホールにて決勝プレゼ

ン大会を執り行いました。

今後も継続してビジネスプラコンンテストを開催することにより、北陸エリア

での新ビジネス創出の支援、北陸地域の発展に貢献していきます。

2エネルギーの地産地消に関すること

太陽光発電システム第三者所有モデル（PPAモデル）事業開始
PPAモデルとは、日本海ガスが太陽光発電設備を所有し、お客さまに発電電
力を供給する契約形態のことです。お客さまの支払いは利用した発電電力分だ
けで、太陽光発電設備の設置費・メンテナンス費は日本海ガスが負担し、初期費
用0円で導入が可能となります。
また、お客さまには①経済メリット、②環境貢献、③防災対策の３つの導入メリッ

トがあります。太陽光発電電力を自家消費することで購入電力量を削減し、お客
さまのエネルギーコストおよび CO2削減に寄与します。太陽光発電設備は停電
時でも日照があれば発電することができるため、非常用コンセントを設置すれば
電気を使用することができます。
快適で省エネとなるガス設備に加え、再生可能エネルギーを組み合わせ、お
客さまにベストなソリューションを提供していきます。

4 持続可能な社会の構築に向けた普及啓発に関すること

燃料電池自動車「MIRAI」導入
　日本海ガスは、トヨタ自動車の燃料電池自動車「MIRAI」を導入しました。
「MIRAI」は、車載した水素と空気中の酸素を化学反応させてつくった電気でモーター
を駆動して走る自動車です。走行時に車外に排出するのは水だけで、大気汚染の原因と
なる二酸化炭素は排出しません。水素はその利用段階において二酸化炭素を排出せず、
環境負荷の低減に大きく貢献する次世代エネルギーとして大変期待されています。
日本海ガスは、環境未来都市富山市に本社を置く企業であり、日本海ガスが発起会社
の一社でもある富山水素エネルギー導入促進協議会での活動を通して、水素エネルギー
利用促進のための活動に取り組んでいきます。

3 強靱なエネルギーインフラ構築に関すること

ショールームPrego を富山市災害時等協力事業所として登録
広域停電などの災害時に地域の一次避難場所として開所
県内民間事業者として初めて、環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「地
域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」
に採択され、太陽光発電設備11.7kWとリチウムイオン蓄電池ユニット11.2kWhの設置
を進めていたショールームPregoの工事が2019年12月に完成、運用を開始しました。
本事業では、太陽光発電設備で発電した電気を施設内ですべて自家消費し、平常時の電
気購入量を減らし、年間5.41tの CO2排出量を削減します。また、リチウムイオン蓄電
池ユニットに太陽光発電による電気を蓄電し、夜間や停電時に使用することが可能です。
ショールームPregoでは、既に天然ガスエンジンコージェネレーションシステム※が

設置されていますが、本事業により、災害時に周辺地域が長時間にわたり停電した場合
も、より安定して電気を使用できるようになり、自治会等からの要請に応えて開所する一
時避難場所として、富山市災害時など協力事業所にも登録されました。

1地域産業振興に関すること
2エネルギーの地産地消に関すること
3強靭なエネルギーインフラ構築に関すること
4持続可能な社会の構築に向けた普及啓発に関すること

 ※新規事業の創出や起業の支援を行い、その成長を促すこと

※クリーンな都市ガスを燃料としてガスエンジンを駆動させ、その際に発生するエネルギーで発電機を駆動し、
電力を発生させると同時に排熱を冷房・暖房・給湯・蒸気などに利用できるシステム
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連結経常利益

1,049

949

1,117

616

905

目標
実績

（百万円）

20202019 2021（年）

1,200

1,000

800

600

400

0

目標
実績

28,697

26,893

25,968

23,757

25,936

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。

連結売上高

（百万円）

20202019 2021（年）

29,000

28,000

27,000

26,000

25,000

24,000

23,000

0

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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統合レポートの発刊にあたり

平素より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」）の事業運営に
つきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し
上げます。当社グループは、中核子会社日本海
ガスの岩瀬工場にて 2001 年に環境マネジメ
ントシステムの国際規格 ISO14001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、各種の 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。

本レポートは、従来の CSR報告書を改定し
「統合レポート」として発刊させていただくも
のです。ステークホルダーの皆さまにおかれま
しては、是非当社グループの事業活動ならびに
社会活動をご高覧いただき、ご意見・ご感想を
お寄せいただければ幸いです。

カーボンニュートラル時代に向けて

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 2020年10月に
「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会
の実現を目指す」ことを宣言しました。今後日
本では、「2050年カーボンニュートラルに伴
うグリーン成長戦略」に沿い、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を扱う
プレーヤーとして、カーボンニュートラル時代
に向けて大きな社会的責任を担っていると認識
しております。当社グループでは、化石燃料の
中でも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
およびお客さま先での省エネルギー提案に努め
る中で、低炭素化の推進役としての役割を担う
ことができると考えております。

一方で、本格的な脱炭素化時代に向けては、
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、スピード感をも
ってエネルギー事業の構造転換を進めていく必
要があります。地域における再生可能エネルギ
ーの普及に向けた取り組みの第一歩として、
当社グループの日本海ガスにおいて 2020年

7月より「太陽光発電システム第三者モデル
（PPA）」の事業を開始しました。今後はこれを
起点とし、電力ビジネスへの取り組みを本格化
することで、脱炭素化時代においても地域に安
定的にエネルギーを提供することができる企業
グループとなっていきます。また、既存のガス
事業のカーボンニュートラル化に向け、カーボン
ニュートラルガスの導入とお客さま先への提案
の準備を進めるほか、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。

SDGsの実現に向けて

2015 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進め
られています。当社においては、2020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などへの面的展
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
業活動を進めております。

SDGsの理念とは、経済の発展と社会の持続
性を両立していくことにほかなりません。地域
のエネルギーインフラを担う当社グループは、
単にお客さまにエネルギーをお使いいただくこ
とにとどまらず、長期的な目線で、どうすれば
地域が持続的に発展するかを考え率先して行動
していく責務があると認識しております。こう
した考えのもと、地域産業の振興に向けた取り
組みとして、2020年に日本海ラボを設立し、
地域の起業家支援・育成を手掛けております。
起業家に飛躍のチャンスを提供する『北陸ビジ
ネスプランコンテスト』の開催やその後の事業
化支援を行い、地域の起業家と手を取り合いな
がら新しい価値の創造に挑戦しています。こう
した取り組みを通して、当社グループとしても
これまでの延長線上にない事業領域への取り組
みを積極的に行い、持続的成長を続けるととも
に地域の課題解決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）

2019.12.31 2020.12.31

資産の部

固定資産 21,381,166 21,063.539

有形固定資産 14,713,983 14,274,437

製造設備 488,591 437,749

供給設備 9,399,736 8,899,587

業務設備 1,989,171 2,008,897

その他の事業設備 2,658,857 2,845,592

建設仮勘定 177,625 82,611

無形固定資産 249,516 201,421

その他の無形固定資産 249,516 201,421

投資その他の資産 6,417,667 6,587,679

投資有価証券 5,234,104 5,455,988

長期貸付金 750 450

繰延税金資産 850,154 818,964

その他の投資 398,051 367,391

貸倒引当金 △65,392 △55,114

流動資産 10,521,205 9,709,661

現金及び預金 5,313,333 5,115,943

受取手形及び売掛金 3,915,461 3,308,702

商品及び製品 16,260 16,924

仕掛品 457,215 318,686

原材料及び貯蔵品 327,235 293,178

繰延税金資産 - -

その他の流動資産 500,062 660,701

貸倒引当金 △8,365 △4,475

資産合計 31,902,371 30,773,200

連結損益計算書 （単位：千円）

2019.01.01
~2019.12.31

2020.01.01
~2020.12.31

科目

売上高 25,968,491 23,757,287

売上原価 15,381,165 13,656,110

売上総利益 10,587,325 10,101,176

供給販売費及び一般管理費 9,603,307 9,597,775

供給販売費 8,258,760 8,004,446

一般管理費 1,344,547 1,593,329

営業利益 984,018 503,400

営業外収益 177,278 154,994

受取利息 685 645

受取配当金 79,063 86,720

賃貸料 18,508 20,103

受取手数料 31,003 8,914

その他営業外収益 48,017 38,610

営業外費用 43,312 41,670

支払利息 38,226 31,643

保険解約損 - 6,312

その他営業外費用 5,086 3,715

経常利益 1,117,984 616,724

特別利益 11,693 63,381

固定資産売却益 7,567 13,356

投資有価証券売却益 - 4,253

収用補償金 - 26,119

補助金収入 - 10,491

その他特別利益 4,126 9,161

特別損失 2,777 60,560

投資有価証券評価損 123 49,331

固定資産圧縮損 1,467 10,789

その他特別損失 1,186 439

税金等調整前当期純利益 1,126,900 619,546

法人税、住民税及び事業税 397,279 205,791

法人税等調整額 18,812 53,711

当期純利益 710,808 360,044

非支配株主に帰属する
当期純利益

△6,455 4,094

親会社株主に帰属する
当期純利益

717,264 355,949

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）

区　　分 2019年度 2020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 1,126,900 619,546

減価償却費 1,857,062  1,800,670

有形固定資産除却損 7,545  8,120

ガスホルダー等修繕引当金の増減額 △90,225  △35,919

退職給付に係る負債の増減額 100,641  37,226

貸倒引当金の増減額 △13,253  △14,167

受取利息及び受取配当金 △79,749  △87,365

支払利息 38,226  31,643

売上債権の増減額 △290,080  606,759

たな卸資産の増減額 △52,435  171,922

仕入債務の増減額 582,532  △710,535

その他 8,768  △220,819

小　　　　　計 3,195,933  2,207,080

利息及び配当金の受取額 79,749  87,365

利息の支払額 △39,380 △32,778

法人税等の支払額 △390,119 △363,396

営業活動によるキャッシュフロー 2,846,182 1,898,270

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 △628,446  △628,446

定期預金の払出による収入 598,446 628,446

有形固定資産の取得による支出 △1,478,609 △1,309,818

無形固定資産の取得による支出 △20,983 △50,800

投資有価証券の取得による支出 △13,578 △329,362

貸付金の回収による収入 500 300

貸付金の実行による支出 - △40,000

その他 △68 34,637

投資活動によるキャッシュフロー △1,542,740 △1,695,044

Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー

短期借入金の純増減額 - 700,000

長期借入金の返済による支出 △1,390,628 △1,005,628

配当金の支払額 △54,133 △75,663

非支配株主への配当金の支払額 △1,730 △4,325

その他 △261 -

財務活動によるキャッシュフロー △1,446,753 △385,616

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額

△143,311 △182,390

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

4,674,017 4,709,887

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

4,709,887 4,527,496

（単位：千円）

2019.12.31 2020.12.31

負債の部

固定負債 7,469,143 6,536,066

長期借入金 4,448,496 3,535,312

退職給付に係る負債 1,511,977 1,589,332

ガスホルダー等修繕引当金 244,169 208,249

繰延税金負債 1,168,592 1,169,896

その他の固定負債 95,908 33,276

流動負債 6,311,268 5,901,803

一年以内に期限到来の固定負債 1,005,628 913,184

買掛金 2,191,444 1,763,813

未払金 1,457,043 1,356,815

未払法人税等 286,745 120,364

賞与引当金 309,517 297,105

短期借入金 - 700,000

その他の流動負債 1,060,889 750,520

負債合計 13,780,412 12,437,869

純資産の部

株主資本 15,250,887 15,568,661

資本金 679,500 679,500

資本剰余金 10,089,669 10,127,529

利益剰余金 4,517,476 4,797,289

自己株式 △35,758 △35,657

その他の包括利益累計額 2,742,049 2,690,138

その他有価証券評価差額金 2,707,007 2,684,009

退職給付に係る調整累計額 35,041 6,128

非支配株主持分 129,021 76,531

純資産合計 18,121,958 18,335,330

負債・純資産合計 31,902,371 30,773,200

売上高（千円）

2017年度2017年度2016年度 2020年度2019年度
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経常利益（千円）
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※参考として2016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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21,543,640
22,781,878

687,031

812,086

1,004,584

1,117,984

616,724

24,906,815
25,968,491

23,757,287




