
いただくことで、中長期的にPBRが
1.0倍を超えていく事を目指します。

地政学リスクの影響

　2021年度の当社グループの業
績においては、2022年2月に始まっ
たロシアのウクライナ侵攻に関する
影響はあまり大きくはなかったと認
識しています。しかしながら、エネル
ギーの価格がこれまでになく上昇し
ており、日本の景気、ひいては世界
の経済活動に与えるインパクトを考
えると、2022年度の当社グループ
の業績への影響は看過できない可
能性があるものと注視しております。
また、エネルギー商社として、今後の
安定的なエネルギー確保というエネ

CFOとしての役割

　企業価値の向上に向けて、企業
活動全体を安全かつ円滑に運営す
るために、財務・資本の面から支え
ること、これがCFOの責任であると
考えています。特に、当社グループ
には多数の事業会社がありますので、
グループ全体の企業価値向上の“旗
振り役”として主動していくことが
CFOの役割だと思っています。
　昨今、ESGやSDGsといった気候変
動に対する考え方も加速しています。
こうした一連の流れへの対応は、エネ
ルギー商社である当社グループに
とって非常に重要であると捉えており、
2021年4月に設置したサステナビリ
ティ委員会が中心となって、TCFD（気

候関連財務情報開示タスクフォース）
提言の考え方に基づき、気候変動が
事業活動に与えるリスク並びに機会
を抽出し、2021年11月にグループ
サステナビリティ方針の策定と重要
課題（マテリアリティ）の特定を行い
ました。
　今後は、サステナビリティ委員会
を通じ、環境や社会における課題を
審査・モニタリングして、グループ全
体のサステナビリティ経営戦略を実
行していくとともに、IR活動の中で、
積極的に非財務情報を開示してい
きたいと考えています。そして、当社
グループの考え方や事業活動を社
会に積極的にアピールし、ステーク
ホルダーの皆様との対話によって当
社グループの企業価値を評価して

取締役 兼 執行役員
CFO 兼 CIO 兼 コーポレート第1部門長

今沢 恭弘

「SHIFT!2022」のもと、
変化に対応しながら
企業価値の向上を
目指します。
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断し、当期純利益計画は2021年度
並みの130億円としました。一方で、
ROE9%以上、連結配当性向40%以
上の目標は2021年に引き続き達成
していきたいと思います。そのため
には、いかに資産効率を上げるかが
重要となりますので、低効率のビジネ
スの見直しを継続的に行うとともに、
新規ビジネスへの成長投資を着実に
進めて参ります。

当社グループのビジネスの特徴

　当社グループのビジネスの特徴は、
基盤となるLPガスと石油の事業で安
定的な利益を確保しつつ、電力やモビ
リティといった新たな事業にチャレン
ジすることで事業ポートフォリオを構
築し、リスクを分散しながら成長して
いくというビジネスモデルにあります。
　基盤となるLPガスと石油の事業は、
これまで安定的な利益を生んできま
したが、人口減少や脱炭素社会への対
応など変わりゆく社会の中で、更なる
変革とチャレンジをしていかなければ
いけない環境下にあります。電力事業
においては、当社グループが所有する
発電所で自ら作り出した電力を供給
できる体制を持っている一方で、大手
電力会社からの調達チャネルを有す
るなど多様なルートを持つことが強み
となり、収益にもつながっています。

　このように、エネルギー価格の高
騰が続く厳しい環境にあっても、
様々な事業を行うことで、業績面に
おいても事業ポートフォリオの分散
効果が奏功していると考えています。

中期経営計画の進捗

　中期経営計画『SHIFT!2022』では、
3つの基本方針を挙げています。
　一つ目の『「基盤」の維持・強化』にお
いては、これまで築き上げてきた基盤
に新たにサービスをご提供するべく、
TERASELブランドによる顧客基盤の
更なる拡大を進めてきました。現在、家
庭向け電力販売サービスTERASEL
でんき、法人向け太陽光発電サービス
TERASELソーラー、EVカーシェア
リングのTERASELカーシェアの3つ
のブランド展開を行い、新たな顧客獲
得を目指しています。また、2021年5
月にタイのLPガス大手WP Energy
社と業務提携に関する基本合意書を
締結しタイでのLPガス関連事業の共
同取り組みを進めています。2021年
11月にはトラック周辺ビジネスの深耕
を目的に、トラックの塗装や特殊な改
造を行う架装事業に参入しました。
　二つ目の『「環境・エネルギー」ビジ
ネスの深化』においては、GTL燃料や
リニューアブルディーゼル、AdBlue®、
自家消費型太陽光発電の設置など、
環境商材・サービスの拡大を進めてき
ました。また、2022年2月、大手3社
と共同でLNGバンカリング会社を設
立し2024年の供給開始を目指すな
ど、次世代船舶燃料の検討も行ってい
ますが、今後一番の目玉となってくる
のは、環境に優しい新電力であると思
います。電力は大量に貯めておくこと
が技術的に難しいため、蓄電池との組
み合わせをどのように商用に組み
込んでいくのかが課題になります。
　三つ目の『次世代「人材」の育成』
に関しては、会社設立以来、当社が

ルギー安全保障の観点からも注意し
ていかなければいけません。ロシア
は隣国ですから、様々な意味で地政学
リスクは相当程度高まっており、安定
的な供給に向けて尽力していく必要
があります。そのために、当社グ
ループは強固な財務基盤を武器に
新しいビジネスを創出していき、大
きな流れに身を任せるのではなく、
着実に収益を上げていく経営基盤
の強化・構築を行って参ります。

2021年度の振り返りと 
2022年度の見通し
　2020年度と比較すると、2021年
度は新型コロナウイルス感染症の影
響は落ち着き、LPガス輸入価格上昇
に伴う在庫影響やメガソーラーの子
会社化に伴う評価益により、当期純
利益は132億円と7期連続で過去最
高益を更新することができました。
　しかしながら、天然ガスや石油の価
格も依然として高騰したままであり、
かつ地政学リスクも継続的に高まっ
ていることに加えて、為替でも円安に
大きく振れています。日本のエネル
ギーは海外からの輸入に大きく依存
していますので、これから中長期的な
影響が出てくると考えており、これま
でになく不確実性が高まっています。
したがって、2022年度は当社グルー
プにおいても厳しい環境であると判

10年間の1株あたり配当金と連結配当性向の推移
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プのビジネスをより良くしていけるか、
広げていけるか、という見極めが重
要なポイントとなります。

ステークホルダーの皆様へ

　世界的なエネルギーの需給見通し
や事業構造が目まぐるしく変化して
いる現在ですが、脱炭素社会への動
きは止まることはないでしょう。当社
グループにおけるCO2排出量のうち、
Scope1、Scope2については既に
公表しているとおり、定量的な目標を
定めていますので、これに関しては着
実に実 行して 参ります。ただ、
Scope3に関しては、サプライチェーン
も含めた形で、社会全体が変わってい
かなければいけないところですので、
まずは当社グループの取り組みをス
テークホルダーの皆様によくご理解
いただき、ご協力いただくことが大切
であると考えております。
　また、昨今の地政学的リスクを考
慮し、エネルギー安全保障も同時に注
視していかねばなりません。日本のエ
ネルギー政策と世界の潮流が異なる
方向に動いた時に、どのようなことが
起こるのか、慎重な議論が必要です。
当社グループでは、常々そのような議
論を行っており、変化への対応を常に
考えています。そのことを、事業活動
はもとより、統合報告書や当社ウェブ
サイトを通じて、ステークホルダーの
皆様に感じとっていただければ非常
にありがたく思います。

重要ととらえている「人材」が更に活
躍できる仕組み作り、当社を取り巻
く環境の変化に柔軟・迅速に対応で
きる人材の確保・育成に力を入れて
います。2021年はダイバーシティス
テートメントを策定するとともに、積
極的な若手人材の登用、役職者の年
齢引き下げ、女性管理職比率の向上
を目指すなど、様々な取り組みを推
進してきました。また、2018年度よ
り行っている海外就労研修制度も継
続的に行っています。
　これら3つの基本方針のもと、中期
経営計画の2年間で600億円の投資
を計画しています。継続的なCAPEX
（資本的支出）の投資として200億円
程度、それに加えて新たに機能強化
するものに100億円、そして残りが
成長戦略を実行していくための新規
事業への投資となります。2021年度
は約220億円の投資を行いました。
主要中央銀行の金融緩和による大量
の資金流入の影響もあり、再生エネ
ルギー等の新しいビジネスへの投資
意欲が高まり、事業価値から判断する
と過大評価と思われる投資案件がほ
とんどなのが現状です。また、新型コ
ロナウイルス感染症の影響で海外に
なかなか出向くことができず、海外へ
の投資が停滞している面がありました。
2022年度については、2021年度に
中断された部分も合わせて、380億
円程度の投資を計画しており、主に
成長投資に注力しながら事業を拡大
していきたいと考えています。
　新型コロナウイルス感染症の影響
が悪い方向に働いた一方で、良い方
向に働いた部分もあります。それはIT
により様々な変化が生まれたことです。
当社グループにおいても、特にDXに
は力を入れており、従来のBtoBから
より収益性の高いBtoCへと、ビジネ
スの変換を図っています。その一例を
挙げますと、電力販売において
Salesforce（クラウド型の営業管理と

顧客管理のプラットフォーム）を導入し、
商談・見積・契約・請求・回収といった
一連のプロセスをシステム化して、省
力化するとともにヒューマンエラーを
低減する仕組みを構築しました。また、
ウェブサイトを活用したお客様の勧誘
も行い、新電力各社の相次ぐ事業撤
退の影響もあり、非常に多くのお客様
と新たに取引を開始させていただき
ました。そういった意味で、DXは新た
な力となっております。

財務の健全性と投資基準

　中期経営計画において、実質的な
営業キャッシュ・フローの創出を300
億円以上で設定しており、これを着実
に実現して来ました。また、企業財務
の健全性・安全性を測る指標である
ネットDERに関しても、近年はゼロも
しくはマイナス値で推移し健全な状
況です。強固な事業基盤と財務健全
性が維持される見通しにより、株式会
社日本格付研究所の長期発行体格付
はA+ （安定的）からAA- （安定的）、
国内CP格付はJ-1からJ-1+へと格
上げとなりました（2022年7月）。長
期発行体格付は4年ぶりの格上げ、
国内CP格付においては1998年に
新規取得して以来初、実に24年ぶり
の格上げとなります。新しいビジネ
スに進出する場合には、この財務健
全性を維持しながら、グリーンファイ
ナンスなどの活用についても積極的
に検討していきたいと考えています。
　また、投資に関しては、NPV（正味
現在価値）を指標とした社内の投資
基準で見極めており、今後も収益性
や回収可能性を重視していきます。
常に新たな事業領域に挑戦していく
必要があり、当社グループのビジネ
スに付加価値を与えてくれるような
案件、当社グループが知見を持つ領
域に関する案件について積極的に
投資を行って参ります。当社グルー

CFOメッセージ

SHIFT!2022
（2カ年累計投資計画）

2021年度実績 2022年度計画

投資総額

600億円

投資総額

222億円

投資総額

380億円
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34
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投資戦略

 再生可能エネルギー関連
 環境対応ビジネス関連
 海外事業（M&A+設備）
 人材教育施設関連　他

成長投資

 デジタルIT関連
 M&A関連

基盤（強化）

 LPガス、CS関連設備更新
 発電、熱供給設備更新
 自動車ディーラー店舗
 各種システム、IT投資

基盤（維持）

 営業CF　  投資CF　  財務CF　  FCF　  実質営業CF※

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
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※「営業CF」-「運転資金等の増減」

産業ビジネス

7

カーライフ

36

ホームライフ

39

138

電力・ユーティリティ

2

共通

営業権買収、
LPG充填所改修、

LPWA 等

CS改修、
ディーラー 
店舗改修 等

AdBlue® 
埼玉工場、

石油ターミナル 
改修 等

開発関連、
熱供給設備改修、
発電所改修 等

デジタル関連 等

主な投資実績

『SHIFT!2022』 投資計画

2021年度 セグメント別投資実績（億円） 
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元売より調達
各充填所にて、シリンダー、 
バルク、ローリーなどの 
販売形態に合わせて充填

全国の販売拠点へ卸売

  グループ会社・販売店より、全国
各地の一般家庭へ販売、 
及び商業用・工業用向けに販売
  オートガススタンドにて、LPガス
自動車（タクシー・バス）へ供給

産業用
ガスメーカー 
各社より調達

医療用品や小型ガス容器など
使用用途に合わせて充填 高圧ガス販売店へ卸売 法人需要家へ販売

HOME-LIFE
Division

当期純利益

28億円

LPガスから電力や
多彩なスマートエネルギーまで
安心、快適、豊かな
ライフスタイルをご提案します

LPガス、都市ガス、電力、産業
用ガス、家庭用スマートエネル
ギー機器、快適生活のご提案

主な取扱製品・サービス

LPガスを全国各地のお客様に販売。国
内では150万軒のご家庭へお届けする
とともに、当社グループに（株）ジャパン
ガスエナジーを保有し、元売機能も有
します。

全国の約1,600カ所の系列CS※に各
種エネルギー（ガソリン、灯油、軽油、自
動車用潤滑油等）をお届けしています。
※ カーライフ・ステーションの略で、当社がご提案する複合
サービス給油所

最新鋭の設備を導入し、自動ラインによ
り安全で確実な容器検査及び付属品検
査ができる体制を整えています。

CS経営の実績とノウハウを通じて磨き
上げてきたコンサルティングサービス
で販売店様をサポートしています。

あらゆる分野で使用される産業用ガス
（酸素、窒素、アルゴン、滅菌ガス等）を
販売。ガス容器の耐圧検査サービスや
資材なども提供しています。

当社グループの日産大阪販売（株）は、
日産自動車系列で全国最大規模、大阪
府下唯一のディーラーです。新車・中古
車販売から整備、メンテナンス事業まで
展開。

当社グループが展開する「eコトでんき！」
により、グループ会社から全国各地の
お客様へ電力をお届けしています。

日産大阪販売（株）、（株）エネクスライ
フサービスにより開発したサービス「日
産車＋日産大阪e-でんき」を提供して
います。

生活に欠かせないさまざまな機器（燃
焼、厨房、冷暖房などに関わる機器や
住宅設備など）の販売を通して、快適で
安心なライフスタイルをご提案してい
ます。

当社グループのエネクスフリート（株）
では、主にトラックやバス向けのフリー
トCSを展開。トラックの架装事業にも
参入しトラック周辺事業を拡大してい
ます。

フィリピンやタイなどの今後も成長が
見込まれる東南アジアを中心にLPガ
ス販売事業を展開しています。

IP&E Palau,Inc.の 株 式25%を取 得
し、太平洋地域での石油製品輸入卸売・
販売事業に参入。また、ENEXFLEET 
VIETNAM CO.,LTDは、ベトナムにおけ
る洗車・カーケア事業を展開しています。

LPガス販売事業 自動車用エネルギー販売事業

ガス容器耐圧検査事業 CS経営コンサルティング支援事業

産業ガス販売事業 自動車ディーラー事業

電力小売事業 電力小売事業

生活関連サービス トラック事業

海外事業 海外事業

LPガス

販　売卸　売調　達 充　填

産業用
ガス

ホームライフ部門

CAR-LIFE
Division

当期純利益

40億円

あらゆるカーライフニーズに
お応えし、自動車と共に
快適に暮らせる社会の実現を
目指します

ガソリン、灯油、軽油、電力、自動
車、生活・車関連商品サービス

主な取扱製品・サービス
カーライフ部門

元売各社より調達 全国の販売拠点へ卸売
  CSにて一般消費者へ販売
  CSの運営サポート 
  トラック向け大型CSの運営

日産自動車（株）より調達    日産大阪販売（株）にて一般消費者へ販売

販　売

販　売

卸　売調　達

調　達

自動車用
エネルギー

カー
ディーラー

ビジネスフロー ビジネスフロー

サービス領域
モビリティ電　力石　油ガ　ス
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ファンドなどによ
る再生可能エネル
ギーを中心とした 
開発推進

自社発電に加え、 
王子グループ電源・外部 
電源から電力を調達

複数の小売業者の代表と
して需給管理

  異業種アライアンスパートナー
により電力販売
  エネクスグループが持つ 
顧客基盤へ電力をセット販売

  法人企業へ電力を販売

熱供給プラントの
設置 熱供給プラントで空調用の冷水や温水を製造 区域の複数の建物へ供給

卸売・販売需給管理電源開発 生産・調達

供　給設備開発 製　造

当期純利益

35億円

省エネルギーと快適性、
経済性を追求し、
電力関連事業・地域熱供給事業
を推進します

電力（風力発電、水力発電、太陽
光発電、石炭火力発電、天然ガス
火力発電）、蒸気、地域熱供給、
総合エネルギー サービス、電力
需給管理、レンタカー

主な取扱製品・サービス

POWER & UTILITY
Division
電力・ユーティリティ部門

電　力

地域
熱供給

INDUSTRIAL BUSINESS
Division

当期純利益

33億円

アスファルトや船舶用燃料、
環境商材まで、産業や流通の
基盤を支える様々な
エネルギーをお届けします

ガソリン、灯油、軽油、重油、LPガ
ス、AdBlue®、アスファルト、船舶用
燃料、石油製品輸出入、ターミナ
ルタンク賃貸、GTL燃料、リニュー
アブル燃料、石炭灰リサイクル

主な取扱製品・サービス産業ビジネス部門

 元売各社より調達
 海外より輸入

 自社基地にて貯蔵
  石油製品及び化学品向け
に保管用タンクの賃貸

 産業用燃料の卸売
 船舶用燃料の供給
  法人向け電力小売提案や産業廃棄物処理の 
提案なども行う

  アスファルトを海外より輸入
  AdBlue®の原料を海外よ
り輸入、国内提携工場で製
造

 その他国内各社より調達

自社基地にて貯蔵

  道路会社中心にアスファルトを販売
  AdBlue®の卸売
  火力発電所で排出される石炭灰を回収し、 
道路資材として販売

卸　売貯　蔵調　達

産業用
エネルギー

産業用
資材

ビジネスフロー ビジネスフロー

日本国内の産業を支える法人企業のお
客様向けに、ガソリン、灯油、軽油、重油
などさまざまな産業用エネルギーを販
売しています。

バランスのよい多彩な発電設備（風力・
水力・太陽光・石炭火力・天然ガス火力）
を保有し、経済性と環境維持の両立を
目指す発電事業に取り組んでいます。

全国の販売ネットワークと独自の供給
網を生かし、産業用資材のアスファルト
を需要家に供給しています。

お客様の保有設備に太陽光発電シス
テムを設置し、発電した電力を自家消
費していただく定額サービスです。
CO2削減とエネルギーコストの低減を
実現します。

ディーゼル車の排出ガスを分解・無害化
するアドブルー®（AdBlue®）、天然ガス
由来のGTL（Gas to Liquids）、廃食油
等を原料とするリニューアブル燃料、液
化天然ガスなど、次世代のエネルギーを
開拓・販売しています。

当社及び当社グループの（株）エネクス
ライフサービス、王子・伊藤忠エネクス
電力販売（株）が各地に販売網を展開
し、さまざまなお客様へ電力を販売し
ています。

伊藤忠グループの国内における石油製
品トレード機能の中核として、石油製品
輸出入と国内販売事業（国内需給調整
取引）を展開しています。

徳島県において、王子グリーンリソー
ス（株）とバイオマス発電所の建設を
進めています。

国内外の主要港で船舶燃料油、船舶用
潤滑油を販売。九州電力（株）、日本郵船
（株）、西部ガス（株）とともに船舶向け
LNG燃料供給事業を進めています。

当社グループの東京都市サービス（株）
が、空調用の冷・温水を熱供給プラント
で製造し、地域導管を通して建物へ供
給する事業を展開しています。

石油製品、化学製品の貯蔵が可能な
タンクを2施設保有し、効率的かつ迅速
にお客様のニーズに応えています。

「ITC ENEX Southeast Asia Co., 
Ltd.」、「ITC ENEX（Thailand） Co., 
Ltd.」の2社をバンコクに設立し、太陽
光発電・省エネ関連事業の展開を目指し
ています。

法人向けエネルギー販売事業 発電事業

アスファルト販売事業 テラセルソーラー（自家消費型太陽光発電システム）

環境商材販売・サービス事業 電力小売事業

石油製品トレード事業 バイオマス発電事業

船舶燃料販売事業 地域熱供給サービス事業

ターミナル事業 海外事業

モビリティ電　力石　油ガ　ス

サービス領域事業別戦略価
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  お客様の求めることの変化を感じ取り、 
組織にフィードバックすること

2021年度経営方針
「RENEWING」をテーマに事業を推進
事業基盤のデジタル化
　1つ目は、事業基盤のデジタル化です。業務フローの整
備からスタートし、コンタクトセンター立ち上げ、B2C・
B2Bのデジタルタッチポイントの確保、人材教育プログラ
ムの構築とLMS（学習管理システム）運用、SFA（営業支
援システム）・CRM（顧客管理システム）の実装といった、
当部門の持つリアルの顧客接点をデジタルデータに置き
換えられる事業基盤へと変革するようスタートしました。

産業ガス事業の再編準備
　2つ目は、産業ガス事業の再編準備です。いくつかの
ポートフォリオから成る産業ガス事業ですが、コロナ禍の
需要動向の変化を踏まえ、容器検査や設計施工技術等の
産業ガスに関わる機能を統合して、脱炭素社会の到来に
耐えうる新たな価値の提供による成長戦略を狙いとした
体制にしました。

　その他の取り組みとして、M&Aや積極的な営業活動
を行うことでLPガス顧客軒数を着実に増やしてきました。
また、これまで国内で培ってきた販売ノウハウを生かし、
東南アジアでの事業展開を検討してきました。2016年
に事業参画したフィリピンに次ぎ、タイのビジネスパート
ナーと業務提携に関する基本合意を締結するなど、海外
への展開も検討しています。

2022年度経営方針
「基盤価値～持てる基盤を新たな価値に変える～」
当社の強みは“地域に根ざした顧客基盤”
　2022年度は「基盤価値～持てる基盤を新たな価値に
変える～」を経営方針としています。当部門では、時代の
趨勢に合わせて、自らの事業モデルを強化することはも
ちろん、地域での最適なパートナーとアライアンスを組
み、規模の拡大と事業の高度化を進めてまいりました。
　現在、地域に根ざしたグループ会社とその社員約
3,000名が日々55万軒のお客様と対面でコミュニケー
ションを図りながら事業運営している点が当事業の特徴
であり、強みでもあります。その関わりの中から、お客様
が求めるものの変化を感じ取り、組織活動へフィードバッ
クして参りました。このような活動を通じて、変化への感
度が組織に培われたものと思います。

デジタル化で顧客接点を創出、新サービスを提供
　このように当部門の事業は地域社会との共生により成
立して参りましたが、今後更なる成長のためには現在の
事業基盤をデジタル化する必要があります。
　これまでの事業戦略の結果、一定の顧客規模とその接
点から得られるデータを確保出来る状態になっており、
今後はデータを収集、蓄積し、その分析結果に基づいた
戦略立案や意思決定を行える体制にして、拡大した規模
の利益を組織能力として取り込む考えです。
　そのような目的の下、当グループ会社においては外勤
の営業担当はSFA（営業支援システム）の導入、内勤のお
客様担当はコンタクトセンター化しCRM（顧客管理シス
テム）を運用、リアルな日々の顧客接点をデータに置き換
えてKPI化する体制を構築しております。
　また、デジタルの顧客接点も確保する目的で、LINE公
式アカウントへの「お友だち登録」を推進し、例えば災害
の発生に対し地域毎にタイムリーな対応方法のお知らせ
や、特産品レシピや暮らし方情報等、ファン作りと同時に
購買行動を促す新たな導線作りを行っております。
　一方で、お客様に設置したLPガスメーターのIOT化を
実現するLPWA通信端末の設置推進も引き続き行い、
今期末には7割を超えるお客様に導入完了する計画です。
このことにより、日々のLPガス使用量のより詳細なデー
タの蓄積、解析により見守りサービスを始めとした顧客
視点の新サービスも提供できる体制となります。

安心・安全に使うことができるエネルギーを届ける
　当部門は、B2Cの木目細かな対面での接点を持って
いる唯一の部門として、お客様にエネルギーをお届けす
るだけでなく保安活動や災害時の対応を含め「安心・安
全にお使いいただく」ことが使命です。今後はそのような
事業活動を通じて得られるグループ全体の統合データを
基点にした事業運営体制の構築とビジネスモデルの変
革により、より高い収益構造を築く考えです。

HOME-LIFE 
Division
ホームライフ部門

当期純利益（億円）ホームライフ部門

約2,100社約150万世帯

LPガス・都市ガスを 
お届けしているご家庭※ LPガス販売店数

1,300社 1,325本／日

産業ガスを
お届けしている事業者数 ガス容器制圧検査本数

※販売店を通した卸売販売分を含む

2022年3月31日現在

26 25

21

30

17

28
26

（年度）

  お客様へエネルギーをお届けするだけでなく、
安心・安全にお使いいただくこと

様々な変化に対応するチカラ変わってはいけないもの（使命）

事業基盤をデジタル化し、
組織能力として顧客体験価値を高め、
高収益構造を築きます。

取締役 常務執行役員 ホームライフ部門長

内海 達朗

計画　 実績

LPガスの貯蔵・供給拠点となる充填所

2020 20212019 2022
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CAR-LIFE 
Division
カーライフ部門

様々な変化に対応するチカラ変わってはいけないもの（使命）

災害対応拠点としての役割を 
果たすとともに、地域に根ざした 
総合エネルギー拠点として 

“未来のCS”のあるべき姿を 
追求していきます。

執行役員 カーライフ部門長

茂木 司

当期純利益（億円）カーライフ部門

1,636CS 108店

全国展開する系列CS数 自動車ディーラー店舗数

452店 約8万枚

レンタカー店舗数 個人向け給油カード 
有効会員枚数

28

38
41

38
41 40 42

  地域の様々なニーズに対応できる拠点づくり
  石油製品の供給に加え、EV・FCVの供給等も
担える拠点づくり

  60年以上培ってきたお客様との関係強化とエ
ネルギー供給網の維持

2021年度経営方針
「顧客基盤の拡大～攻めるⅡ～」で顧客基盤拡大

CS顧客基盤へTERASELでんきを展開
　モビリティ関連サービスだけではなく、家庭とのつながり
を強化するために「TERASELでんき」の展開にも注力し、
約4,000件の契約を獲得することができました。コロナ禍
の影響も多分にありましたが、当社グループ会社、販売店
ともに拡大を推進していただきました。また、更なる拡大を
図るため、取扱業者の拡大に重点を置き、2021年度は
100カ所を超える電力販売の加盟店登録を行いました。

若い世代の新規顧客を獲得
　2021年12月には「カーエネクス湯河原店」を、様々な
形で楽天ポイントが使える・貯まる実証店舗としてリ
ニューアルし、CSに来店いただいた「リアル」なお客様を、
電気や保険など様々なネットサービスにもつなげていく
試みを行っています。今後は、楽天ポイント以外にもdポ
イントやTポイント、Pontaポイントなど多様な決済ニー
ズに対応して「マルチポイント化」することで、多様な経済
圏とのつながりが生まれるようにしていきます。2020年
12月にサービスを開始した「スマホ給油」は、非接触で給
油ができるメリットもあり、導入CSは119カ所に増加し
ました。加えて、クーポン配信や「スマホ給油」と連動した
洗車サブスク「定額洗い放題サービス」といった新たな機
能も追加、更にはLINEを使ったSNS販促も活用するな
ど、既存のお客様に加え、若い世代の方々への利用促進
により、顧客基盤の拡大に取り組んでいます。

災害対応機能を維持
　また、資源エネルギー庁主導により、自家発電設備を持つ
「住民拠点SS（サービスステーション）」の整備が進められ
ている中、当社グループでは、139ヵ所の災害対応ステー
ションで、給油機能を維持するための非常用発電機を装備
しているほか、災害用の簡易トイレや寝袋などを備蓄し、有
事の際には地域の皆様に貢献できる体制を整えています。

2022年度経営方針
「未来を見据えたCS作り～変化への挑戦～」

60年以上培ってきたお客様との関係強化と
エネルギー供給網の維持
　最も重点的に取り組みたいのは、やはり、お客様とのさ
らなる関係強化です。60年以上続けてきた石油事業の
パートナーである販売店との関係を更に強くしていきた

いと考えています。脱炭素の時流もありガソリンの消費
量は減っていくと思いますが、そのような中でも、お客様
の数を減らさず固定化してくために、様々な提案を行って
いきます。ポイント経済圏やデジタルツールの活用、
「TERASELでんき」の展開などにより、地域の「総合エネ
ルギー拠点」を目指すとともに、中長期的には、EV（電気
自動車）、FCV（燃料電池自動車）といった次世代自動車
への対応も進めます。

“トラックバリューチェーン”による基盤拡大
　基盤の強化につながる新規事業も推進します。基本は
電力になると思いますが、災害対応も含め、それぞれの
地域に合った様々な異業種との提携により、未来のCS
の形を整備していこうと考えています。
　その取り組みの一つの種まきとして、当社連結子会社
エネクスフリートを通じて、トラックの架装事業（塗装事業）
に参入しました。将来的には、当社のトラックバリュー
チェーンにおける差別化商品の一つになると期待していま
す。また2022年6月には、エネクスフリートとの共同出資
により、自動車オートオークション事業へ本格参入しました。
エネクスフリートでは以前よりトラック中古車の売買を
行っていましたが、販売規模の拡大を狙うとともに、一層の
トラックバリューチェーンの基盤拡大を図っていきます。

石油代替燃料の普及・強化
　リニューアブルディーゼルやGTL燃料といった代替燃料
の普及・強化も、産業ビジネス部門とともに進めていきたい
と考えています。2022年4月には当社がスポンサーとなっ
ている「TEAM IMPUL」が使用するレース用発電機でリ
ニューアブルディーゼルが使用され、国内レースイベント
における初の事例となりました。更に6月には、日本レース
プロモーションとリニューアブルディーゼル導入に関する
パートナーシップを締結しました。今後もレースイベントに
おけるカーボンニュートラル実現に向けた取り組み等を通
して、代替燃料の普及・強化に取り組んでいきます。

2020 20212019 2022 （年度）

計画　 実績

オークションに出品される自動車

2022年3月31日現在
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INDUSTRIAL 
BUSINESS 
Division
産業ビジネス部門

※1  AdBlue®（アドブルー®）：ディーゼル車の排気ガス中の窒素酸化物
（NOx）を無害化する「SCRシステム」に使われる高品位尿素水。

※2  GTL燃料：Gas to Liquidsの略称。天然ガス由来の製品で、環境負荷
の少ないクリーンな軽油代替燃料。

様々な変化に対応するチカラ変わってはいけないもの（使命）

将来の脱炭素ニーズを見据えた
幅広い選択肢を揃えて、
あらゆる産業のニーズに 
応えていきます。

執行役員 産業ビジネス部門長

千村 裕史

当期純利益（億円）産業ビジネス部門

24
2625

19

39

33

28約3,000ヵ所 20%

産業用エネルギーを 
お届けしている事業所

アスファルトの 
国内販売シェア

30% 14万t

Adblue®の
国内販売シェア タンクターミナル総貯蔵量

  経済合理性も加味した燃料の選択肢の多様化
  それぞれのお客様のニーズに適した 
提案の実施

  お客様が欲しいもの、必要なものを安定的に 
供給すること

2021年度経営方針
「プロの知と『環境×技術』で脱炭素社会を開く」
複数の次世代燃料の実証を推進
　将来に備えて今何をすべきか考え行動しようとしてい
るお客様のニーズに沿う形で、リニューアブルディーゼル
など複数の次世代燃料の実証に取り組んできました。特に
船舶燃料分野においては、具体的な取り組みを進めてい
ます。次世代燃料として注目される舶用アンモニア燃料
の国内供給と供給拠点の共同開発の検討協議会に参画
しつつ、九州・瀬戸内地域における船舶向けLNG燃料供
給の事業化を決定し、九州電力（株）・日本郵船（株）・西部
ガス（株）と共にLNGバンカリング船を2024年3月に竣
工予定としています。

お客様のニーズを捉え安定供給により拡販
　以前から普及促進に取り組んでいるAdBlue®※1やGTL
燃料※2は、お客様の環境ニーズの高まりもあり、着実な拡
販を果たしました。AdBlue®においては2021年原料であ
る尿素が世界的に不足する事態が発生しましたが、当部門
では2021年7月埼玉県にAdBlue®製造工場を新設し、既
存のお客様に安定供給を行うことができました。こうした
供給姿勢が経産省・国交省に評価され、豪雪地域のライフ
ライン維持に必要な除雪車向け供給の依頼も受けていま
す。またGTL燃料に関しても、大手建設会社などにおいて
積極的に採用していただく機会が増えました。

2022年度経営方針
「脱炭素ニーズに応え、次世代につなぐ」
お客様へのサービスのご提供は都度柔軟に
　2050年にカーボンニュートラルの実現を目指す中で、
様々な要素により従来のシナリオが塗り変えられ、先行き
も非常に不透明となっています。こうした状況下で、2022
年度は「脱炭素ニーズに応え、次世代につなぐ」を経営方針
に定め、お客様へのサービスのご提供に関しては都度柔軟
に取り組んでいきたいと考えています。お客様の立ち位置
や規模感などに合う適切な燃料・サービスを提案していく
ことが今後のポイントになると考えています。

3つの事業を強化
　また、普遍的な事業と言えるアスファルト販売事業、船
舶用燃料販売事業、ターミナル事業の3つも強化していき
たいと考えています。あまり知られてはいませんが、アス
ファルトは繰り返し再利用できる循環資源であり、今後も

一定の需要が続くものなので、安定供給に注力していきま
す。次に船舶用燃料販売事業ですが、日本は海洋国家です
ので、海運の需要が途絶えることはありません。当部門で
は海運に必要な船舶の燃料を販売してきましたが、従来の
石油から一部ガスへと変わってきていますので、今後は船
の大きさや航路によって最適な燃料を供給できるよう、幅
広い選択肢を用意していきたいと思います。タンクターミ
ナル事業に関しては、将来、脱炭素が進み石油から別の燃
料に変わったとしても、燃料を貯蔵して必要な時にお届け
する、という役割は変わりませんので、お客様の需要に合
わせてタンクの規模を拡大していくつもりです。

サービス・商材の選択肢を拡大
　また、当社がこれまで培ってきたエネルギーの取り扱い
ノウハウを生かし、（株）横浜銀行・（株）ゼロボードと共に、
GHG排出量の「見える化」支援サービスも開始しています。
　エネルギーを大量に消費する社会から、省エネルギー
や脱炭素など環境を重視した社会へと移りつつある中、
これにどう対応していくかが最大の課題です。当部門で
は、経済性の向上とCO2削減の両方で長期的に貢献して
いきたいと考えています。そのためには、サービス・商材
の選択肢を増やすこと、そして安定供給することが大切
です。長期戦略としては、販売ネットワークを強化し、様々
なパートナーと提携して、ビジネスを創造していきたいと
考えています。

お客様が欲しいもの、必要なものを安定的に供給する
　産業ビジネス部門の使命は、「お客様が欲しいもの、必
要なものを安定的に供給する」ことです。それに応えるた
めにも、経済合理性も加味したうえで、お客様に提供でき
る燃料の選択肢を増やし、それぞれのお客様のニーズに
適した提案ができるようにすることで、変化に対応してい
きたいと思います。

（年度）

計画　 実績

石油製品の供給基地となるタンクターミナル

2022年3月31日現在
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“でんき”で顧客基盤をつなぎ、
脱炭素と経済性の両立を図りながら
電力の安定供給を目指します。

POWER & 
UTILITY 
Division
電力・ユーティリティ部門

様々な変化に対応するチカラ変わってはいけないもの（使命）

執行役員 電力・ユーティリティ部門長

田中 文弥

当期純利益（億円）電力・ユーティリティ部門

35
39

35
33

27

35
37

※小売電力販売量は取次数量を含む

約2,470千MWh 254MW

小売電力販売量 発電施設の能力

19ヵ所 274,810件

関東エリアの熱供給地区
家庭・法人向け電気の 

グループ契約件数

  “でんき”で各部門が持つ基盤をつなぐ
  安定的な価格で低炭素の電力を安定供給

  発電・需給調整から販売までの一貫体制で 
エネルギーを隅々まで届ける

2021年度経営方針
「電力で基盤をつなぐ。環境で未来をひらく。」
各部門の顧客基盤をつなぐ
　「電力で基盤をつなぐ。」に関しては、個人向けにおいて
はホームライフ、カーライフ、電力・ユーティリティという3
部門の顧客基盤を、企業向けにおいては主に産業ビジネ
スと電力・ユーティリティ、そしてホームライフとカーライ
フの一部も含めた全部門の顧客基盤を“でんき”という一
つのツールでつなぎ合わせることができました。そして、
DXを活用した「TERASELでんき」の展開により更に顧客
基盤を拡大できたのは大きかったと考えています。

環境に関連するビジネスを展開
　「環境で未来をひらく。」に関しては、環境に関連するビ
ジネス展開として、脱炭素と経済性を両立できる最適解
を提供できる準備を進めてきました。「TERASELでん
き」では新プラン『超TERASEL再エネプラン』を導入し、
2021年9月から受付を開始しています。自家消費型太
陽光発電設備である「TERASELソーラー」の本格的な
展開の準備も進めました。「TERASELソーラー」は、企
業の工場や商業施設などの屋上に太陽光パネルを設置
して、使用する電力のコストを下げると同時に、CO2の排
出量を削減します。蓄電池に関しても太陽光発電とセット
で取り組みを進めており、太陽光発電と農業を組み合わ
せたソーラーシェアリングも徳島県で開始しました。

2022年度経営方針
「電力で基盤をつなぐ。環境で未来をひらく。」
「ヒトとデジタルで50万件」
　2022年度も引き続き、同じ経営方針で進みますが、
「電力で基盤をつなぐ。」では顧客数の増加を基本とし、「ヒ
トとデジタルで50万件」をテーマに、各部門が築き上げた
基盤を“でんき”でつなぎ、DXを活用した「TERASEL
でんき」の更なる顧客獲得を目指します。また販売と共に、
発電分野においては太陽光発電の規模拡大も同時に進め
ていきます。

「脱炭素と経済性の両立」
　「環境で未来をひらく。」では、「脱炭素と経済性の両
立」をテーマに、主に太陽光＋産業用大型蓄電池のス
キーム開発に注力します。2020年4月にタイ・バンコクに
「ITC ENEX（Thailand）Co., Ltd.」 と「ITC ENEX 
Southeast Asia Co., Ltd.」の2社を設立しています

が、国内外で「TERASEL SOLAR」ブランドで統一し、
海外展開も進めていきます。部門内にTERASELソー
ラー・EV課を設置しており、今後自家消費型太陽光発電
設備の取り組みを強化していきます。個人向けには、電
気自動車を利用したコミュニティ型EVカーシェアサービ
ス「TERASELカーシェア」に力を入れていきます。
　CO2排出量が多いことが懸念されている石炭火力発
電については、カーボンニュートラルな木質バイオマス
を石炭と混焼することで、CO2削減と効率向上の実現を
目指す実証実験を2022年10月にも開始する予定です。

CO2を活用した大豆育成研究プロジェクト
　また、新たなプロジェクトとして、佐賀市・佐賀大学・不
二製油グループ本社（株）との共同で、CO2を活用した大
豆育成研究プロジェクトを2022年5月に開始しました。
これはCO2を吸収することで成長が早まる植物の特性を
活かした効率的な大豆の生育について研究するもので、
将来的には佐賀市の清掃工場でごみを焼却した際に発
生する排ガスからCO2のみを分離回収し、大豆に高濃度
CO2を供給することを検討しています。大豆の効率的な
育成とともに、カーボンネガティブ（CO2の吸収量が排出
量を上回る状態）を実現するための画期的な試みです。
現在は実証段階であり、実用化はまだまだ先かもしれま
せんが、5年後、10年後を見越した将来の事業のタネを
見つけるため、挑戦を続けていきます。

発電・需給調整から販売までの一貫体制で
エネルギーを隅々まで届ける
　昨今のエネルギー価格の高騰を背景に、新電力事業者
の撤退等も多数見受けられますが、当社グループでは60
年以上にもわたって「エネルギーを隅々まで届ける」とい
う使命を全うしてきました。当社において電力は比較的新
しい商材ですが、生活に必要不可欠であり、無くなること
はありません。これまでガソリンやガスで培ってきた顧客
基盤を“でんき”でつなぐとともに、脱炭素と経済性の両
立を図り、安定的な価格で低炭素の電力を安定供給する
ことで、皆様の暮らしを支えていきたいと思います。

（年度）

計画　 実績

当社が提供する自家消費型太陽光発電設備

2022年3月31日現在
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