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ガス＆エネルギーで未来を拓き、
豊かで持続可能な社会の実現に貢献いたします。

岩谷産業は、「世の中に必要な人間となれ、世の中に必要なものこそ
栄える」という企業理念のもと、暮らしや社会へ多様なガス＆エネ
ルギーをお届けしています。その根底には、お客さまのニーズに応える
だけでなく、これからの社会が必要とする新しい価値を創造する
ことで、社会に貢献したいという思いがあり、それが事業推進の大きな
原動力になっています。
今、世間から注目を集めている水素。水素は地球上に無尽蔵に存在し、
利用時にCO2を排出しない究極のクリーンエネルギーです。「資源
エネルギー問題」と「地球環境問題」を同時に解決できる大きな
可能性を持っており、「新たな産業革命」を引き起こすと言っても過言
ではありません。当社は、「住みよい地球がイワタニの願いです」の
スローガンを掲げ、水素の普及などを通じて環境負荷低減に取り
組んでいます。走行時にCO2を排出しない燃料電池自動車や燃料
電池バスなどの普及促進に向けた水素ステーションの整備を進め
ています。さらには、水素発電などの大規模な需要も視野に入れ、
オーストラリアの褐炭を原料とした液化水素の大量製造・輸送・貯蔵
を行う実証事業や、再生可能エネルギーから発電した電気を用いて
世界最大規模のCO2フリー水素を製造する「福島新エネ社会構想」
にも参画するなど、水素エネルギー社会の早期実現に向けて取り
組んでまいります。

当社は、約310万世帯のご家庭にLPガスを供給するトップサプライ
ヤーです。全国約1,400社の特約店を地域のエネルギー生活総合
サービス拠点と位置付け、機器・システムの提案を通して省エネや
環境負荷の低減を進めています。LPガスは導管を必要としない
分散型エネルギーのため、災害に強いエネルギーとして改めて注目
されています。当社は、耐震性強化や、非常用LPガス発電機などを
備えた「LPガス基幹センター」の整備を進め、災害に強いLPガスの
インフラ構築に一層力を注いでいます。また、電力・ガスの自由化を
機に、電力小売事業や都市ガス小売事業にも参入し、「エネルギー
生活総合サービス事業者」としてさらなる強化を図ってまいります。
新たな事業分野では、パーム椰子殻などを燃料とするバイオマス
発電の分野でも積極的な展開を行っています。東南アジアからの
調達力を高め、国内外で高まる需要増に対応するなど、グローバル
規模での廃棄物やCO2排出量削減にも取り組んでまいります。
「環境・社会報告書」では、当社の事業活動が環境貢献と深く関わって
いることをご理解いただけるものと思います。当社はこれからもグループ
をあげて、社会の必要にいち早く応える姿勢で事業を展開し、豊かで
持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

経営者からのメッセージTOP MESSAGE

代表取締役会長 兼 CEO 代表取締役社長



ESG（環境・社会・ガバナンス）の考え方
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暮らしも、都市も、LPガスが高める安心
持続可能な開発が、産業の発展を支える
テクノロジーでより豊かな明日を
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イワタニ企業倫理綱領の詳細につきましては、下記をご参照ください。
http://www.iwatani.co.jp/jpn/company/company09.html

顧客が求める新しい価値を創造し、社会に貢献します。

関係法令の遵守及びその精神を尊重し、公正で自由な競争を
通じ、社会的責任をはたします。

広く社会の共感、相互理解を得るために、積極的に企業情報
を開示するとともに社会との対話を行います。

ゆとりと豊かさを実現するため、多様な価値観を尊重し、能力
を充分発揮できる環境をつくります。

「住みよい地球がイワタニの願いです」との認識に立った、環境
との共生をめざす企業活動を行います。

国際的な視野に立った企業経営を行います。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

環境憲章 イワタニ企業倫理綱領
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住みよい地球がイワタニの願いです

持続可能な社会

環境憲章 ／イワタニ企業倫理綱領

基本理念 ／ 行動指針

ESG

基本理念 ／ 行動指針ガバナンス 社会

環境

総合エネルギー
産業ガス・機械 マテリアル

自然産業

事業活動と環境活動の両立

企業理念

世の中に必要な人間となれ
世の中に必要なものこそ栄える



家庭でも
水素を利用
家庭でも
水素を利用

水素をそのまま利用する
純水素型燃料電池の開発にも

取り組んでいます。

工場の
エネルギーをクリーンに

工場の
エネルギーをクリーンに

クリーンなLPガスや液化天然ガスへ、
工場で使う石油等の

燃料転換を進めています。

「CO2フリー水素」へ「CO2フリー水素」へ

利用する時だけでなく、つくる時も
CO2を出さない水素エネルギー社会を

目指しています。

温室効果ガスを
出さないクルマ社会へ
温室効果ガスを

出さないクルマ社会へ

各地に水素ステーションをつくり、
燃料電池自動車・バスの
普及に貢献しています。

Licensed by TOKYO TOWERLicensed by TOKYO TOWERLicensed by TOKYO TOWER

災害に強い
エネルギーを広げる
災害に強い

エネルギーを広げる

LPガスの特性を活かし、災害に備える
エネルギーシステムや
機器を提案しています。

イワタニは、地球からの大切な恵みであるガス&
エネルギーを扱う企業として、一つの思いを胸に、
多彩な事業活動に取り組んでいます。明日の地球を、
もっと住みよいものに。その思いをカタチにしていく
ために、5年後、10年後、もっと先の未来に対する
確かなビジョンを描き、英知を結集し、革新的な
技術やプロジェクトにグループをあげて挑戦して
います。多彩に広がる取り組みの数々を、ご紹介
いたします。

温室効果ガスを温室効果ガスをイワタニは、地球からの大切な恵みであるガス&

住みよい地球がイワタニの願いです
イワタニの未来ビジョンと挑戦特集
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食の豊かさ
安全をお届け
食の豊かさ
安全をお届け

イワタニ独自の冷凍加工技術などを
利用した食品を幅広く
お届けしています。

イノベーションを
生む研究開発
イノベーションを
生む研究開発

社会に開かれた岩谷産業中央研究所を舞台に、
大学や協力企業等との共同研究も推進して、

次の革新に挑んでいます。

希少資源を
世界から日本へ
希少資源を
世界から日本へ

産業や医療に欠かせないヘリウムを直輸入。
希少資源の安定供給にも
取り組んでいます。

環境負荷を
できる限り抑える
環境負荷を

できる限り抑える

それは、あらゆる活動の基本にある姿勢。
独自開発の「環境良品」も
幅広く提案しています。

エネルギー
生活総合サービスを届ける

エネルギー
生活総合サービスを届ける

「Marui Gas」特約店約1,400社を
起点に、LPガスだけでなく
電気や省エネの提案も。

バイオマスの
活用を促進
バイオマスの
活用を促進

バイオマス発電の燃料やバイオマスPET樹脂を
輸入・供給。環境負荷の低減に

貢献しています。

もっと夢のある未来へ-イワタニは挑戦し続けます。もっと夢のある未来へ-イワタニは挑戦し続けます。
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水素 酸素

燃料電池を使って水素と空気中の酸素を反応させる
ことで、電気を取り出すことができます。

それは水素が理想のエネルギーだからです。それれは水素が理想のエネルギーだからです。らそれれは水素が理想のエネルギ だからですら

●なぜ水素なのでしょうか

取り出すことができます電気を取ことで 電
って水素と空気中の酸素を反応させる池を使っ燃料電池

○電気に変えて利用できる

「液化水素」製造能力の増強

■イワタニの取り組み

山口リキッドハイドロジェン（株）の液化水素製造プラント

水素ステーションを各地に開所 水素品質管理技術の確立へ

イワタニは、山口県、大阪府、千葉県に設けた
液化水素製造プラントから全国へ液化水素を
供給し、国内シェアは100%です。今後の需要
増に対応するため「山口リキッドハイドロジェン
（株）」（山口県周南市）の製造能力を2倍に、
また「（株）ハイドロエッジ」（大阪府堺市）の
製造能力を1.5倍に増強する計画が進行中
です。すべての増強が完了する2019年夏には、
「岩谷瓦斯（株）千葉工場」（千葉県市原市）を
合わせた3拠点の液化水素製造能力は、1時間
当たり18,000ℓとなり、さらなる安定供給体制
が整います。

イワタニ水素ステーション 東京有明

水素供給のインフラとなる水素ステーションを
各地に着々と開所しています。「宮城仙台」は
東北初。「大阪森之宮」は水素啓発のための情報
発信施設を併設。また、「東京有明」は国内で
初めて燃料電池バスへの本格充填が可能です。
現在、全国で約90か所の水素ステーションが
運用されていますが、イワタニはそのうちの
22か所※を建設。その他のステーションの多くで、
当社の技術が活かされています。2020年まで
に160か所の整備が計画されていますが、イワ
タニは今後も大きな役割を果たしていきます。

今後増えていくすべての水素ステーションで、
適正な品質の水素を安心して利用できる環境を
つくるため、イワタニは「水素品質ガイドライン」
に基づく「簡易的品質分析手法」を確立。さらに
「水素計量管理システム」の開発に取り組んで
います。これらはNEDO※の委託によるもので、
新たに生まれた基準や手法が、安心して水素
ステーションを利用できる環境を生み、燃料
電池自動車の普及を促すことが期待されてい
ます。イワタニは、こうした取り組みでも主導的
役割を果たしていきたいと考えています。

イワタニは水素の可能性にいち早く着目し、その製造と利用開発に取り組んできた国内唯一の液化水素メーカーです。
製造から輸送・貯蔵、供給、利用に至るサプライチェーンを独自に構築し、現在、産官学が取り組む水素関連プロジェクトに
おいても重要な役割を果たしています。2016年10月には、当社が推進する多様な活動を一元管理する「水素本部」を新設。
培った技術・ノウハウを、さらに水素エネルギー社会の実現に活かしていきます。

水素エネルギー社会の早期実現へ向けて、
液化水素サプライチェーンの拡充を推進。

水素で電気をつくり、水素でクルマが走る
新しい時代がやってこようとしています。
水素エネルギー社会の実現を目指して、
国をあげてさまざまな取り組みが進んでいます。

水素が変える
エネルギーの未来

※2017年6月現在 ※国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

中央研究所にて分析 水素ステーションにて現場分析

特集／イワタニの未来ビジョンと挑戦
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水素は水からつくりだすことができる
無尽蔵のエネルギーです。
水素

○無限につくりだすことができる

例えば、太陽光や風力発電による電気を水素に変えて貯蔵し、再び電気に変えることができます。
○貯蔵し、自由に活用できる

―水素を活用した未来とは―

水素が酸素と結びついて発電する際に出るのは水だけ。
だから究極のクリーンエネルギーなのです。

○使用時のCO2排出はゼロ

燃料電池自動車・バス 家庭用燃料電池

水素発電所／水素タウン

無尽無尽

例え
○貯○貯

水素

素は水からつくりだすことができる

無限につくりだすことができる

蔵のエネ蔵のエネネルギーです。ネルギ ですルギ です。

変えにば、太陽光や風力発電による電気を水素に
貯蔵し貯蔵し

えて貯蔵し、
、自由に活用できる、自由に活用できる

水素

―水素を活活用した未来とは―来とは

クリーンエネルギーなのです。クリ ンエネルギ なのです
結びついて発電する際に出るのはは水水だけ。

使用時のCO使用時 2排出はゼロ排

燃料電池自動車・バスス

水素発発電所／水素

ら究極のクから究極のク
が酸素と結

○使使

電気に変えることとができます。

だかだか
水素

、再び電
／水素素タウン

家庭用燃料電池

素タウン

イワタニの液化水素製造プラント
水素ステーション

水素社会を
支えるのは「液化水素」

水素は液化することで水素ガスの1/800の体積となり、輸送・
貯蔵効率が大幅に向上。しかも高純度（99.9999%以上）。
液化水素を使用することで水素ステーションの省スペース化・
効率化も実現。
イワタニは国内唯一の液化水素メーカーとして、その優れた特性
を最大限活かしたサプライチェーンを構築しています。

純水素型燃料電池の実用化

純水素型燃料電池

「CO2フリー水素」への挑戦

水素から電気や熱をつくりだす「燃料電池」。
現在は、LPガスや都市ガスを改質して水素を
つくる「改質型」燃料電池が一般的ですが、
イワタニは水素ステーションから供給される
水素を使うことで燃料改質を必要としない、
高効率でコンパクトな「純水素型」燃料電池の
実用化に取り組んでいます。山口県周南市の
動物園や卸売市場では、純水素型燃料電池
コージェネレーションシステムの実証機を使い、
コージェネ運転の性能や効果、耐久性などの
検証が進行中です。将来は商業施設や一般
家庭への導入を目指しています。

風力発電由来「ハマウィング」水素製造・利用イメージ

京浜臨海部にある風力発電所「ハマウィング」
で発電する電力を使い、水電解装置で水素を
製造。その水素を近隣工場内の燃料電池フォ
ークリフトで使用。低炭素な水素サプライチェ
ーン実証※1を行っています。

○地産地消エネルギーを目指して

水素は利用段階ではCO2を排出しませんが、
製造や輸送過程ではエネルギーを消費し、
CO2を排出します。そのため製造・輸送時の
CO2排出ゼロを目指した「CO2フリー水素」の
開発・活用が進んでいます。イワタニは、その
実証プロジェクトに参画しています。

HySTRA※2は、オーストラリアの褐炭（未利用
の低品質石炭）を現地でガス化して水素を
製造し、液化して液化水素タンカーにより大量
輸送する技術実証を推進。イワタニは液化
水素の輸送や荷役技術で実証を支えます。

○海外から液化水素を大量輸入

太陽光による電気を活用して、福島県内に設置
する最大1万kW級の水素製造装置で水素を
製造。※3水素は一旦貯蔵し、福島県内外へ供給
するほか、地域の電力系統の調整力として活用
する実証を推進しています。

○水素を電力系統の安定運用に利用

CO2フリー水素サプライチェーン構想とHySTRAの技術実証項目

ワタニの液化水素製造プラント
素ステーション

圧縮水素製造プラント
液化水素製造プラント
水素ステーション

岩谷瓦斯（株）千葉工場

山口リキッドハイドロジェン（株）

（株）ハイドロエッジ

水素ステーション

22か所

液化水素製造プラント

3拠点

（2017年6月現在） 製造 輸送・貯蔵 供給 利用

※1：神奈川県・横浜市・川崎市・トヨタ自動車・東芝・岩谷産業等によるプロジェクト。環境省「地域連携・低炭素水素技術実証事業」として実施／※2：技術研究組合CO2フリー水素サプライチェーン推進機構の略称。川崎重工業・シェルジャパン・電源開発・岩谷産業の4社にて設立
※3：東芝・東北電力・岩谷産業によるプロジェクト。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託事業
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水素
EMS

ハマ
ウィング

水素
圧縮機

水電解
装置蓄電池

褐炭 褐炭ガス化
設備

ガス精製
設備

水素液化・
積荷基地

CO2貯留（ＣＣＳ）

HySTRAが
実施予定の
試験研究・
実証事業部分

褐炭ガス化技術

Jパワー

液化水素荷役技術 液化水素の長距離大量輸送技術

川崎重工業・岩谷産業・シェルジャパン

各種水素
利用用途

液化水素
運搬船

液化水素貯蔵・
揚荷設備

❺既設受電盤 ※既設

❶風力発電（ハマウィング） ※既設

❷水素ホルダ（水素貯蔵タンク）

❻新設受電盤/分電盤

❹簡易型水素充填車

❽水素製造装置 ❾窒素ボンベ庫 10事務所棟 11機械室棟

❼水素製造安定化システム

❸水素上屋棟
（水素圧縮/充填装置）

❶

❺
❻

❼

❽
❾

11
10

❷

❸

❹



石炭

1.28

安定供給体制の強化

■イワタニの取り組み

災害対策が施されたLPガス基幹センター

LPガスによる災害対策

LPガスの安定供給のために、調達ソースの
多様化と災害対策に取り組んでいます。LP
ガスの最大の調達先は中東（サウジアラビア・
UAE）ですが、近年は米国からも調達し、限ら
れた産ガス国に依存しない体制を確立してい
ます。供給の要、LPガス充填所の災害対策も
強化しています。
当社では施設の耐震化を図り、非常用LPガス
発電機やオートガスディスペンサーを常備した
充填所を「基幹センター」と呼んでいますが、
全国で103か所ある充填所のうち46か所の
基幹センター化が完了しています。

国のエネルギー基本計画によると、LPガスは災害時のエネルギー供給の最後の砦になることが
期待されています。イワタニはLPガスによる災害対策に力を入れています。

LPガスで3日分の発電・調理・暖房ができる
「災害時用セット」は、大容量のLPガスを貯蔵
できる「災害対応型バルク貯槽」、「非常用LP
ガス発電機」、50～120人分の調理が可能な
「デリバリーステーション」、そして「ガスストーブ」
をセットにしたもので、災害によって電気や都市
ガスが途絶えた場合の備えとして導入が進んで
います。

○LPガスによる災害時用セット
過去の災害は、電力系統やガス導管に頼る都市
のエネルギーの脆弱性を教えてくれました。
イワタニは、都市ガスとLPガスを併用できる
エネルギー環境を提案。とりわけ公共性の
高い役所・病院・学校をはじめ、オフィスビルや
共同住宅へ向けて、LPガス災害対応型バルク
貯槽や非常用LPガス発電機の設置を勧めて
います。

○都市ガスとLPガスの併用

イワタニが、「Marui Gas」ブランドでお届けしているLPガスは、全国約310万世帯のご家庭で使用され、その供給量は国内
No.1です。築き上げたユーザー様との信頼関係を活かし、エコで快適な機器やライフスタイルも提案。また、都市ガスや
電力小売事業にも参入し、エネルギー生活総合サービス企業へ、サービスの充実を図っています。LPガスの特性を活かした
災害対策を提案するなど、地域のエネルギー基盤の強化にも貢献しています。

LPガスの全国供給ネットワークを活かし、
エネルギー生活総合サービスを提供。

LPガスは、日本の暮らしを支えるエネルギー。
その優れた特性に企業や自治体も注目しています。
LPガスを使った新しい技術や設備が、
日本のエネルギーをより強靭なものにしています。

暮らしも、都市も、
LPガスが高める安心

特集／イワタニの未来ビジョンと挑戦
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非常用LPガス発電機

石油

1.00
石油を1として
指数換算

石炭

砦になることが

CO2排出量が少ない環境にやさしいエネルギーです。
しかもSOx（硫黄酸化物）の排出がほぼゼロです。

生産から燃焼までのCO2総排出量（出所：日本LPガス協会）

●LPガスが注目されている理由

○クリーンなエネルギー

LPガス（液化石油ガス）は、他にない優れた特性を持っています。

石石油

1.00
石油を1として
指数換算

CO2 です排出量が少ない環境境にやさしいエネルギーで 。すす
しかもSOx（硫黄酸化物）のの排出がほぼゼロです。
CO です排出量が少ない環境境にやさしいエネルギ で

○クリーンなエネルルギーネ ギ

LPガス（液化石油ガス）は、他にない優れた特性を持って

LPガス

0.89
LPガス

0.89
CO

2排
出量が少ない

!CO

2排
出量が少ない

!

災害対応型バルク貯槽

非常用LPガス発電機 デリバリーステーション ガスストーブ

発
電

調
理

暖
房

LPガス

【イワタニ災害エネルギーシステム】



LPガスのある暮らしを守るために

「Marui Gas災害救援隊」は、Marui Gas特約店約1,400社の
協力のもと、約3,600名のガス有資格者によって結成された災害時
の互助支援組織です。阪神淡路大震災を機に発足し、東日本大震災
や熊本地震では、LP
ガス顧客の被害状況
の調査、点検及び復旧
作業を行いました。
1年に1回、全国一斉
訓練を実施し、災害に
備えています。

省エネ機器・システムの提案 都市ガスの新サービス 「イワタニでんき」の販売

関電ガスサポートショップW発電

電気とお湯をつくる家庭用燃料電池コージェネレー
ション「エネファーム」。さらに太陽光発電をセットにした
「W発電システム」。暮らしの省エネを提案しています。

○Ｗ発電（太陽光発電+家庭用燃料電池エネファーム）

LPガスで動くエアコン。電気式の1/10以下と
いう消費電力で冷房需要期の節電や電力ピーク
カットに貢献します。

○GHP（ガスヒートポンプエアコン）

LPガスを使って必要な場所で発電し、排熱を空調・給湯に利用。
エネルギーロスがなく、高い省エネ効果を発揮。停電対策に
もなる安定電源として企業・病院等で活用されています。

○LPガスエンジンコージェネレーション

イワタニでんきロゴマーク

イワタニは子会社であるLPガス販売会社2社
を電力小売事業者として登録し、関東・首都圏
エリアにおいて家庭用電力市場に参入して
います。
LPガスと電力のセット販売など幅広いメニュー
を揃え、既存のお客さまに対するサービス向上
はもちろん、新規のお客さまへイワタニならでは
のエネルギー提案を行っています。
イワタニは、LPガス、都市ガス、電気、そして
水素のすべてを提供できる体制づくりを進める
ことで、より価値ある“エネルギー生活総合サー
ビス”をお届けしてまいります。

2017年4月に始まった都市ガスの小売全面
自由化に先立ち、イワタニは関西電力（株）と
共同で「関電ガスサポート（株）」を設立しました。
この新会社が、岩谷産業の100%子会社である
イワタニ近畿（株）と提携。
大阪・兵庫・京滋地区を中心に、関西電力が
提供する「関電ガス」の販売代理、機器の修理、
保安業務を行っています。
将来的には「Marui Gas」特約店とも連携し、
より多くのお客さまに価格やサービスのメリット
を提供できるよう販売サービス網を広げて
いく予定です。

熊本地震での「Marui Gas災害救援隊」の活動

イワタニのLPガス「Marui Gas」

イワタニは1953年、日本で初めて家庭用LPガスの
全国販売を始めました。
現在、日本で唯一、産ガス国からユーザーまでの一貫供給ネット
ワークを持ち、北海道から沖縄まで約1,400社の特約店を通じて
LPガスをはじめ、給湯・空調・厨房機器等を提案。生活に密着
したサービスを展開しています。

産ガス国
（中東・北米）

輸入 二次基地 利用配送・供給（一次基地）
三次基地
（充填所）
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1年に1回、全国一斉

本地震での「Marui Gas災害救援隊」の活動

1年に1回、全
産ガス国ガガ
（中東・北米

国
米）

輸
（一次

し、災害に
す。

練を実施し
えています

輸入 二次基地 利用配送・供給次基地）
三次基地
（充填所）

訓練
備え

熊本

省エネ機器・システムの提案 都市ガスの新

電気とお湯をつくる家庭用燃料電池コージェネレー
シ 「 ネ ム さらに太陽光発電をセ トにした

○Ｗ発電（太陽光発電+家庭用燃料電池エネファーム） 2017年4月に始ま
自由化に先立ち、イ
共同 「関電ガ サポ

ほ
ぼ
ゼ
ロ

ほ
ぼ
ゼ
ロ

高カロリーなLPガスは、家庭はもちろん、
業務用の厨房、大規模施設の給湯や空調
の熱源に使われています。
業 厨房業務用の厨房 大規模施施設のの給湯や空調
高高高カロリーな高カロリーなLPガスは、は、家庭庭はもちろん、

○高カロリーで火力が強い

電気は発電時や送電中のエネルギーロスが大きく、
LPガスはほぼゼロ。環境負荷の低いエネルギーと
いえます。

電気は発電時や送電中のエネ電気は発電時や送電中のエネ

○エネルギーロスがほぼゼロ
ガス導管を必要としない分散型エネ
ルギーなので、災害時、都市ガスや
電気に比べ、迅速な復旧が可能です。

○災害に強く、復旧が早い

液化することで体積は約1/250に。
LPガス容器に充填すればどこへでも
運ぶことができ、離島や山間部でも
活躍しています。

○どこへでも運べる

都市ガスの新

ネルギ ロ
荷の低いエ
ネルギーロネルギーロ

がほぼゼロ

もこへで填すればどこ容器に充填Pガガス容LP でもこ で填すればどこ容器に充填ガガス容LP
積は約1ることで体積化化する液化 / に。250に2

スが大きく
エネルギーと
スが大きくスが大きく

ロ

新サービス 「イワタニでんき」の販売新

散型エネ
市ガスや
能です。

散型エネ散型エネ

が早いが早
、
とと
、 ガス導管を必要としない分散

ルギーなので、災害時、都市
電気に比べ、迅速な復旧が可能

ガス導管を必要としない分散ガス導管を必要としない分散

○災害に強く、復旧が○災害に強く、復旧が

も間部で離島や山間とができ、離ぶぶこと運ぶ
ています。躍躍して活躍

LPガスエンジンコージェネレーション

GHP

W



LNGの活用を促進

■イワタニの取り組み

LNG貯蔵タンク（甲賀エナジー）

環境配慮型PETの供給

石炭・石油からCO2削減効果の高いLNG（液化
天然ガス）へ、産業界の燃料転換ニーズに応え
ています。イワタニは、LNGの輸送・貯蔵・供給・
保安のすべてをグループ内で行うことができ、
ガス導管が要らないサテライト供給は、燃料
転換に大きく寄与しています。LNGの都市ガス
への利用も進んでいます。関西電力（株）及び
甲賀協同ガス（株）と設立した「甲賀エナジー
（株）」は、LNGから都市ガス（天然ガス）を
製造し、産業用として地域の大口需要家に
直接供給するほか、地域の約3,000戸の家庭
へも届けられています。

イワタニは、30%植物由来の原料を使用した
バイオマスPET（PET樹脂）を本格的に市場へ
投入しています。
インドで原料を調達し、中国、インドネシアで
製造するバイオマスPETは、日本でペットボトル
など、さまざまな製品に使用されます。
また、アルミニウム触媒PETは、製造過程で
用いられる触媒に、重金属を含まないアルミ
ニウム系触媒を使用することで環境にも配慮
しているため、今後、一層の需要が期待でき
ます。

バイオマス発電へ向けて

バイオマス発電の燃料として注目を集めるPKS（パーム椰子殻）

バイオマス発電は、動植物に由来する有機性
資源を燃焼、あるいはガス化して発電に利用
するものです。
イワタニはその燃料として、発熱量が高く、
燃料に適したPKS（Palm Kernel Shell：パーム
椰子殻）をインドネシア、マレーシアから輸入
しています。
国内販売に際しては、岩谷産業中央研究所が
発熱量や水分値など数項目を分析し、イワタニ
独自の品質確認を行っています。
植物由来のバイオマスであるPKSは、カーボン・
ニュートラルのニーズにも応えます。

バイオマスPET アルミPET樹脂の原料

イワタニは、各種産業が必要とするガス&エネルギーを世界から調達し、その安定供給に努めています。商社として培った
ネットワーク、信頼関係、情報力等を駆使して、希少資源の確保にも実績を重ねています。さらに供給や利用に必要なハンド
リング技術や機器についても優れた蓄積やノウハウを有しています。その強みを活かして、時代の要請である低炭素社会へ
向けた取り組みを積極的に推し進めています。

グローバルな活動と先進の技術で、
産業の発展と低炭素社会づくりに貢献。

特集／イワタニの未来ビジョンと挑戦
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産業の発展や豊かな社会の創造は、
「持続可能な開発」を抜きには語れません。
地球環境と将来の世代のことを考えた、
エネルギーや資源開発が求められています。

持続可能な開発が、
産業の発展を支える

CO2など温室効果ガスの排出が少ないエネルギーへの
転換が進められています。

●持続可能な開発のために大切なこと

れています
効果ガスの排出が少ないエネルギーへの

○燃料の転換

それはCO2の排出を最小化すること。
そのためにさまざまな取り組みが行われています。

転換が進められ転換が進めら
CO2など温室効

○燃料の転燃料 転
石油
石炭

続可能な開発のために大切なこと

転換

COOCO22の排出を最小化すること。の排出を最小化すること。の排出を最小化すること
めにさまざまな取り組みが行われています。

○燃料の転
石油
炭

LPガス
天然ガス



ヘリウムのサプライチェーン 炭酸ガスの回収・再利用

液化炭酸ガスは、溶接、炭酸飲料の生産、食品
の冷却・冷凍輸送、アルカリ排水の中和など
多用途に用いられます。イワタニは、千葉・
三重・大阪・山口の4か所に液化炭酸製造プラ
ントを擁し、各エリアの需要家にローリーに
よる安定供給で応えています。イワタニは液化
炭酸ガスを、化学・鉄鋼メーカーなどから発生
するオフガスを回収・精製・再利用することで
製造しており、環境負荷の低減にも寄与してい
ます。液化炭酸ガスの用途開発にも取り組み、
さまざまな領域で新たな可能性を追求してい
ます。

ヘリウム供給拠点（ヘリウムセンター）

ヘリウムは先端技術・医療に欠かせない希少
な天然資源です。
イワタニは数少ない産出国であるカタールの
ヘリウム直輸入権益を日本で初めて獲得し、
現地の産業ガス会社と充填・物流の合弁会社
を設立しています。
GPS機能を搭載した極めて保温性の高いコン
テナを数多く保有し、扱いの難しい極低温（－
269℃）の液体ヘリウムを、日本はもとよりアジア
市場へも供給しています。
イワタニのヘリウム取扱量は国内トップシェア
の50%を占め、全世界の8%を占めています。

希少な鉱物資源を世界から

海外の資源開発

希少な鉱物資源をはじめ、良質な原材料を
安定的に確保することは、その多くを海外に
頼る日本の産業にとって最重要課題の一つ
です。
イワタニは、多くの需要がありながら、その調達
を海外に100％依存しているミネラルサンドを
はじめ、各種鉱産物原料、レア・アースなどの
資源開発や輸入販売に力を入れています。
特にオーストラリア、南アフリカの沿岸部を
主産地とするミネラルサンド(ジルコンサンド、
ルチル、イルメナイト等)に関しては、国内トップ
シェアを誇り、日本の産業に貢献しています。

ガス&エネルギー商社としてグローバルに活動

イワタニが調達・供給する
主なガス&エネルギー、鉱物資源

LPガス ヘリウム

PKS レア・アース

イワタニが調達・供給するガス&エネルギーは多岐に
わたります。商社、メーカー、そしてサプライヤーとして
の機能を持つイワタニは、数々のグローバルなサプライ
チェーンを築き上げ、産業の発展、豊かな社会や暮らし
に貢献しています。
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粒状ドライアイス用「ビーズショップⅡ」圧力源としての用途

その代表は太陽光、風力、
バイオマス（再生可能な
生物由来の資源）発電です。

植物由来のバイオマス燃料は燃やす
とCO2を排出しますが、成長過程の
光合成によりCO2を吸収。トータル
でCO2を増加させません（カーボン・
ニュートラル）。

バイオマス（再生可能な
その代表は太陽光 風力その代表は太陽光、風力、

○再生可能エネルギーの利用

資源を最大限有効活用する方法の一つ「リサイクル
（再生利用）」は、あらゆる分野で進んでいます。
資源を最大限有効活用する方法の一つ「リサイクル資源を最大限有効活用する方法の つ「リサイクル

○リサイクルの拡大

カーボン
ニュートラル

燃料化
光合成

（CO2吸収）

エネルギー燃焼

は燃やす
過程の
ータル
ーボン・

カ ボン
ニュートラル

エネルギー燃焼

パーム椰子

バイオマス
燃料

製品

回収再生

植物由来のバイオマス燃料はは燃やす植物由来のバイオマス燃料はは燃やす

バイオマスが
注目されている理由は？



当社開発の「環境良品」

■イワタニの取り組み

進化するロングセラー 都市緑化システム

「カセットこんろ」といえばイワタニ。当社は
1969年、“ガスの電池”ともいうべき画期的な
カートリッジ式ボンベ「イワタニカセットガス」
を開発。これを燃料として誕生した「カセット
フー」シリーズは、信頼の品質と豊富な機種で
長く親しまれています。近年は、非常時に役立つ
防災備品としても注目されています。
2016年、イワタニカセットガスの自社工場
（滋賀県近江八幡市）が稼働。海外での製造
委託（OEM）からシフトし、より確かな品質
管理と安定供給体制のもと製品をお届けして
います。

東京本社北側の壁面に施工された「緑化システム」

街路だけでなく、建物の屋上や壁面を緑で彩る
都市緑化は、深刻化するヒートアイランド現象
の緩和に有効とされています。イワタニの緑化
システムは、砂漠緑化にも使われる土壌改良材
「ピートモス」を固化した基盤材を使用。植物の
生育に適し、施工や維持管理も容易なため、
さまざまな条件下の緑化に役立っています。
植物の蒸散作用で周辺の気温を下げ、優れた
断熱効果で屋内の温度上昇を抑制。省エネや
CO2の排出削減も期待できます。当社の東京
本社北側の壁面に施工された緑化システムは、
道行く人たちに潤いを提供しています。

イワタニは、メーカー機能を持つ商社という独自のポジションに立ち、ガス&エネルギーを中心に、機械、マテリアル、自然産業の
分野へと事業領域を広げてきました。その確かな原動力となっているのが「技術」。革新的な技術に挑み続けるDNAが、いくつも
の新しい事業や製品を生み出しています。岩谷産業中央研究所では、蓄積した技術や知見を活かし、これからの社会の必要に
応える、新たなイノベーションを目指した研究開発が進んでいます。

多様な分野で生きるイワタニの技術が、
社会を豊かに変える確かな力に。

特集／イワタニの未来ビジョンと挑戦
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ハイドロカット®

ビーズ状のドライアイスが高い冷却効果と温度
管理を実現し、車載冷凍機を不要に。

○ビーズドライ

オゾン破壊係数ゼロ。フロンガスに代わる自然
冷媒として冷蔵庫等に使われています。

○エコフリーズ（ECO FREEZE）

水素を主成分とする溶断ガス。従来のアセチ
レンと比べ、CO2の排出量を約70%削減。

○ハイドロカット®

じん肺の要因の一つとされる溶接時のヒューム
（金属微粒子）発生量を約60%削減。

○シールドマスター®

シールドマスター®

ビーズドライ エコフリーズ

カセットフー エコプレミアム イワタニカセットガス

テクノロジーは、社会が抱える課題を解決し、
次の豊かさを生み出す原動力。
さまざまな分野で見られる新たな胎動。
そこにはテクノロジーが深く関わっています。

テクノロジーで
より豊かな明日を

® シール

工場などの生産活動によって引き起こされる
環境への影響。それを改善するために、環境
技術の開発がますます重要に。

●ここにも、テクノロジーの力

れを改善するために 環境
動によって引き起こされる

○環境に配慮したモノづくり

イワタニの技術は、身近な情報機器や生活用品、工業分野、
さらに環境ビジネスや農業の分野に幅広く活かされています。

題を解決し、

胎動。
ています。 環境への影響。それ

技術の開発がます
環境 の影響 それ
工場などの生産活

○環境に配慮環境 慮

イワタニの技術は、身イワタニの技術は、身イワタニの技術は 身
さらに環境ビジネスや

、テクノロジ の力

慮したモノづくり

品、工業分野、品、工業分野、品 工業分野
かされています。

○環境に配慮

身近な情報機器や生活用品身近な情報機器や生活用品身近な情報機器や生活用品
や農業の分野に幅広く活か



植物工場プロジェクト イワタニの高機能性フィルム 天然宅配水「富士の湧水」

アクリルフォームを使った鉄球の落下実験 「富士の湧水」山梨工場

イワタニは、富士山の天然宅配水「富士の
湧水」を全国約10万戸のご家庭にお届けして
います。富士山麓に位置する山梨工場は、国際
的な食品安全マネジメントの最高位規格
FSSC22000を取得。また、業界ではトップ
クラスの分析・解析体制を整え、例えば水質
検査は、外部及び自社工場合わせて200項目
以上の検査を課すなど、万全の品質管理のもと
安全・安心な天然水をお届けしています。宅配に
当たっては、使い切りパックを使ったワンウェイ
方式を採用。衛生的で、ボトル洗浄工程での
水の節約を実現しています。

スマートフォンなどモバイル端末に使われる
各種高機能フィルム材料を製造販売してい
ます。「アクリルフォーム」は、電子部品の衝撃
を吸収する高衝撃吸収発泡体。主に有機EL
パネルを搭載した薄型化・大画面化が進むモバ
イル端末の強度や衝撃吸収性を高める部材と
して高く評価されています。「シリコンOCA」は、
電子機器の基板、表示パネル、カバーガラス
などの部材を貼り合わせるための高透明粘着
シート。高温・低温環境下でも劣化しにくいのが
特徴です。これら高機能性フィルムをグロー
バル市場へ向けて展開していきます。

植物工場

イワタニは1960年代後半から農業分野の
生産性向上に取り組み、苗の大量生産システム
を日本に初めて導入し、施設園芸の大規模化を
実現するなど実績を重ねています。この分野の
最新の取り組みが植物工場です。2009年に
スタートした植物工場プロジェクトでは、完全
人工型のプラントを建設。施設内の温度、光、
炭酸ガス、養液などの環境条件を自動制御
装置で最適な状態に保ち、野菜の効率的な
栽培ノウハウを蓄積しました。今後は新たな
技術を導入した植物工場設備の販売も展開
していきます。
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社会に開かれた
「岩谷産業中央研究所」

岩谷産業中央研究所（兵庫県尼崎市）は、ガステクノロジーの蓄積
をベースに、世界トップレベルの各種分析機器や試験環境を備え、
お客さまの要望に応える技術のワンストップサービスを提供して
います。また、お客さま
やパートナー企業を
はじめ大学・公的研究
機関や行政団体等と
のコラボレーションに
より、新技術・新商品
の開発に取り組んで
います。 技術のイワタニのR&D拠点「中央研究所」

他素材の場合 アクリルフォームの場合

多くの都市で街ぐるみの緑化活動が進んでいます。
緑化技術が、都市に安らぎと活力を与え、環境問題
にも貢献しています。

多くの都市で街ぐる

○都市に緑の潤いを
技術革新が生む快適で便利な暮らし。なかでもスマ
ートフォンなどの情報機器は、テクノロジーによって、
その進化を加速しています。

○身近な暮らしにも

テクノロジーの導入によって農業が大きく変わりつつ
あります。農作物の生産や流通を革新するアグリビジ
ネスも誕生しています。

○変わる農業（アグリビジネス）

かれた
業中央研究所」

央研究所（兵庫県尼崎市）は、ガステクノロジーの蓄積
世界トップレベルの各種分析機器や試験環境を備え、
要望に応える技術のワンス
、お客さま
ー企業を
公的研究
団体等と
ーションに
術・新商品
り組んで

技術のイワタニのR

るみの緑化活動が進んで

の潤いをの潤いを
でいま

植物工場プロジェクト イワタニの高機能性フィルム

緑化技術が、都市に
にも貢献しています
緑化技術が 都市に
多くの都市で街ぐる

に安らぎと活力を与え、環
す。
に安らぎと活力を与え 環
るみの緑化活動が進んで

環境問環境問
でいま

情報機器は、テクノロジーによって、
しています。
情報機器は テクノロジ によ て
快適で便利な暮らし。なかでもスマ

らしにもらしにも

ートフォンなどの情
その進化を加速し
トフ ンなどの情
技術革新が生む快

○身近な暮ら○身近な暮ら

変わりつつ
アグリビジ
変わりつつ変わりつつ

ス）ス）

析機器や試験環境を備え、
トップサービスを提供して

R&D拠点「中央研

ます

研究所」

ー
そ

技

○

誕生しています。

ジ の導入によって農業が大きく変
す。農作物の生産や流通を革新するア
誕生しています

ジーの導入によって農業が大きく変ジ の導入によ て農業が大きく変

わる農業（アグリビジネスわる農業（アグリ ネ

問題問題
ます。

ネスも誕

テクノロ
あります
ネスも誕

テクノロテクノロ

○変わ○変わ

パソコンのキーボードなどに使われるダストブロワーの多くは代替
フロンが使われているのに対して、同社の製品はジメチルエーテル
（DME）と二酸化炭素を使用しております。地球温暖化係数は、
一般的な代替フロン
であるHFC-134aと
比較し、1/1430と地球
環境に優しい製品と
して2007年に「地球
温暖化防止活動環境
大臣賞」を受賞しま
した。

関係会社でもさまざまな活動
エヌ・ケイ・ケイ株式会社の「ノンフロンダストブロワー」

ノンフロンダストブロワー



災害対応・環境委員会 内部環境監査員環境管理責任者

EMS事務局

東京本社 ユニット責任者
EMS推進マネージャー

大阪本社 ユニット責任者
EMS推進マネージャー

支社 ユニット責任者
EMS推進マネージャー

【EMS運用組織】

経営層

中央研究所 ユニット責任者
EMS推進マネージャー

支店・営業所 支店・営業所 支店・営業所

ISO14001認証範囲

海外ISO取得組織 ISO14001…11社／ISO9001…19社

【グループEMS・QMS推進責任者会議】

議長

事務局

ISO14001分科会 12社 ISO9001分科会 17社

時期 教育内容教育名

入門教育 新入社員研修 環境問題全般、EMSの概要、環境活動の利点

階層別教育 管理職研修 環境関連法規の要求内容及び事業との関連

専門教育 年度始め 環境目標、環境活動の手順、法規遵守手順

フォローアップ 随時 社内LANによる情報提供、理解確認のテスト

グループEMS・QMS推進責任者会議

内部監査・外部審査

2001年度より、ISOを取得している主要子
会社・関係会社を組織した「グループEMS・
QMS推進責任者会議」を定期的に開催し、
方向性の統一・情報交換・指導などを行うこと
でイワタニグループの環境管理体制の強化を
図っています。

EMSの内部監査は、年2回、社内全ユニットを
対象に実施しており、発見された不適合はすぐに
改善が行われます。
2016年度は9月と2月に実施し、重大な不適合は
発見されませんでした。
また、2016年11月には高圧ガス保安協会に
よるISO14001の更新審査を受審し、EMSの
運用状況は良好との評価を受けました。

環境マネジメントシステム

イワタニの環境マネジメントシステム（EMS）は、
東京・大阪両本社、中央研究所並びに全国6か所
の基幹拠点でISO14001認証を取得（人員の
7割強をカバー）しています。
また、認証範囲外の支店・営業所においても、
本社・基幹拠点の指導のもとに管理体制を
整えています。
環境マネジメントの重要事項は「災害対応・
環境委員会」で審議され、実行に移されます。

環境教育

社内LANを使い環境教育を実施

イワタニでは、社員の環境意識向上のため、下に記載の教育を実施しています。

イワタニは環境活動にグループをあげて取り組んでいます。より大きな成果をあげるために、組織や体制の強化を図り、
また、従業員の意識の向上にも力を注いでいます。その結果、2016年度も着実な成果をあげることができました。

環境マネジメントシステム
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○イワタニグループのセパレートガスプラントと水素プラント

ISO9001 ISO14001プラント

岩谷瓦斯（株） 甲府工場

エア・ケミカルズ（株） 喜連川プラント

山陽エア・ケミカルズ（株） 大竹工場

北陸エア・ケミカルズ（株） 敦賀支店

ハイドロエッジ（株）

岩谷瓦斯（株） 千葉工場

山口リキッドハイドロジェン（株）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

─

─

─

○

─

適用対象例 遵守状況

高圧ガス保安法

毒物及び劇物取締法

労働安全衛生法

廃棄物処理法

省エネ法

容器包装リサイクル法

食品リサイクル法

大気汚染防止法

LPガスの販売

アンモニアの販売

酸化エチレンの販売

産業廃棄物の排出

貨物運送の委託

カセットフーの販売

食品廃棄物の排出

ボイラーの使用

適

適

適

適

適

適

適

適

○2016年度の環境関連法規一覧

当社の事業に係る主な環境法規

○サプライチェーンのグリーン化

要求事項伝達（グリーン調達）

環境対応 / 製品の販売

環境負荷物質の不使用証明

適合商品の納入要求事項伝達・調査指導

調達先

納入先

消費者

環境関連法規の遵守

環境関連法規について、関連業務に従事して
いる社員への周知と遵守の徹底を図っており、
2016年度は不遵守事例はありませんでした。

グリーン調達の実施

品質保証 物流面の取り組み

イワタニは商社であると同時にガスメーカーでもあり、自社製品として出荷するガスの品質には万全を
期しております。お客様が要求されるグリーン調達基準に基づき、商品部及び品質保証部が協働で
その対応に取り組んでいます。さらにその運用に関しては、例えば産業ガスについては、中央研究所が
分析面などでサポートする体制を整えています。また、イワタニグループのセパレートガスプラントは、
品質マネジメントの国際規格であるISO9001認証を取得し、高水準の品質管理体制を構築して
います。
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イワタニは2006年度に「省エネ法」※に基づく
特定荷主に指定され、グループ内外に委託して
いる貨物輸送について、物流拠点の統廃合、
より環境負荷の低い輸送方法へのシフト、エコ
ドライブの推進、デジタルタコグラフの導入
などにより、輸送効率改善に取り組んでいます。
※エネルギーの使用の合理化に関する法律

RoHS、ELV、REACHなどのEU指令による化学物質規制は、日本から輸出されるものであっても、
EU域内で販売される商品すべてに適用されます。このため、欧州を市場とするメーカーは、使用する
部品や原材料の履歴を詳しく調査し、規制対象となっている化学物質が製品に含まれることのない
よう、購入品を厳しく管理（いわゆるグリーン調達）しています。
イワタニも、ソニーグリーンパートナーをはじめとするお取引先各社の要求事項に応えるため、納入品
について環境負荷物質の含有に関する調査を実施しています。仕入先に対してはグリーン調達を行う
ことで、販売先に対しては品質保証・環境負荷物質不使用証明などを行うことで、サプライチェーンの
グリーン化に貢献しています。
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2016年度環境活動結果／2017年度環境目標

イワタニのEMSでは、環境目標を毎年設定し、3か年の中期計画の達成を目指しています。2016年度の実績、2017年度の環境目標及び2015年度から
2017年度の中期計画は以下の表の通りです。2016年度は「環境良品の普及拡大」「営業車の環境負荷の削減」「配送車等の環境負荷の削減」「改正省
エネ法特定荷主規制に基づく物流の合理化による環境負荷の削減」及び「焼却ゴミ排出量の削減」の5項目が目標未達となりましたが、「環境活動の
推進」「工場建設・設備工事時の環境関連法規遵守の徹底」及び「改正省エネ法事業者（企業）単位規制に基づく全社対象エネルギー環境負荷の削減」の
3項目については目標を達成することができました。

環境経営度調査結果

「第20回企業の環境経営度調査」（日本経済
新聞社）において、商社部門10位にランクされ
ました。さらなる向上を目指し、環境に有益な
活動に努めます。

環境会計

イワタニの企業活動が環境に与える負荷をより減らしていくため、環境パフォーマンスの把握と改善に努めています。

環境パフォーマンスデータ

主な取り組みの内容及びその効果 費用額

2016年度実績
2017年度目標 2015～2017年度

中期計画

達成率：○…達成／△…60％以上達成／×…達成率60％未満

［2016年度（2016年4月～2017年3月）データを集計（単位：千円）］※（公社）日本ナショナル・トラスト協会への寄付等

目標 実績 達成度

事業所エリア内コスト

　　①公害防止コスト

　　②地球温暖化防止コスト

　　③資源循環コスト

上下流コスト

管理活動コスト

研究開発コスト

社会活動コスト

環境損傷対応コスト

合計

△

○

△

△

×

○

×

○

1

2

3

4

5

6

7

8

環境良品の普及拡大

環境活動の推進

営業車の環境負荷の削減：LPG車配備

配送車等の環境負荷の削減：LPG車配備

焼却ゴミ排出量の削減

工場建設・設備工事時の
環境関連法規遵守の徹底

改正省エネ法特定荷主規制に基づく
物流の合理化による環境負荷の削減

改正省エネ法事業者（企業）単位規制に
基づく全社対象エネルギー環境負荷の
削減

100ポイント

9,000ポイント

30台

50台

1％削減［3年度間（2012
～2014）平均排出量比］

環境関連法規
遵守の徹底

輸送時のエネルギー使用
効率の改善
［5年度間（2012～2016）
平均の効率改善1％］

全社対象エネルギー使用
効率の改善
［4年度間（2013～2016）
平均の効率改善1％］

92.5ポイント

13,520ポイント

26台

32台

2.7％削減［3年度間（2012
～2014）平均排出量比］

環境関連法規の
違反事項なし

輸送時のエネルギー使用
効率の改善
［5年度間（2012～2016）
平均の効率改善11.5％増］

全社対象エネルギー使用
効率の改善
［4年度間（2013～2016）
平均の効率改善4.4％］

100ポイント

9,000ポイント

30台

50台

1％削減［3年度間（2012
～2014）平均排出量比］

環境関連法規
遵守の徹底

輸送時のエネルギー使用
効率の改善
［5年度間（2013～2017）
平均の効率改善1％］

全社対象エネルギー使用
効率の改善
［5年度間（2013～2017）
平均の効率改善1％］

300ポイント（3年間累計）

27,000ポイント（3年間累計）

90台（3年間累計）

150台（3年間累計）

1％削減［3年度間（2012
～2014）平均排出量比］

環境関連法規
遵守の徹底

輸送時のエネルギー使用
効率の改善
［5年度間（2013～2017）
平均の効率改善1％］

全社対象エネルギー使用
効率の改善
［5年度間（2013～2017）
平均の効率改善1％］

浄化槽管理費

低公害車導入コスト

廃棄物のリサイクル・処分コスト

容器包装リサイクル法に基づく委託費用

家電リサイクル法に基づく委託費用

サプライチェーン管理コスト

EMS整備・運用コスト

環境情報開示・環境広告

環境負荷測定

環境教育コスト

事業所付近の環境整備

環境保全に関する製品等の研究開発

環境保全を行う団体への寄付※

自然修復のためのコスト

0 

10,427 

3,121 

1,035 

0 

8,000 

41,727 

2,517 

1,657 

3,000 

897 

637,787 

100 

0 

710,268 

分類

No. 項目

環
境
報
告



Sustainability Report 2017 15

イワタニのマテリアルバランス

イワタニの環境に与える影響の全体像を表すのが「マテリアルバランス」です。2003年度よりイワタニグループ国内連結対象企業の環境負荷について
調査を開始し、結果を公表しています。今後投入する資源・エネルギー量や廃棄物量、エネルギー起源CO2排出量などを削減していくことにより、事業活動に
おける環境効率の改善に努めてまいります。

注：推計値が含まれる場合には、公表値に占める実測値の割合を（  ）内に併記しています。
※1：過去のマテリアルバランスについては、当社ホームページをご覧ください。 http://www.iwatani.co.jp/jpn/csr/csr04.html
※2：エネルギー起源CO2とは、使用した電力や燃料などのエネルギー量を、それぞれその製造や消費によって発生するCO2量に換算し合算した値です。
　　「事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン（試案）」（環境省）を使用して算出しました。
※3：紙のリサイクル量には、新聞・雑誌・包装紙などの事業用途以外の紙資源が含まれています。

○岩谷産業（単独）岩谷産業  対象範囲：国内全事業所（78か所）　集計範囲：2016年4月～2017年3月注：集計範囲の限定を☆で表します。　☆：ISO14001認証範囲

○イワタニグループ（連結）イワタニグループ 対象範囲：上記の岩谷産業国内全事業所に加え国内連結対象会社77社及びエネルギー使用量の多い持分法適用子会社２社を集計範囲としています。集計範囲：2016年度（各社会計年度）※1

紙
67t（90.0%）

水
3５千m3（66.6％）

自動車燃料
ガソリン････････
軽油･･････････････
LPガス･･･････････

343kℓ
0kℓ
50kℓ

燃料
LPガス･････････
都市ガス･･･････
灯油･･････････････
熱供給････････

38千m3
23千m3
0kℓ

2,148GJ

電気
4,883千kWh

エネルギー起源CO2
3,771t※2

排水
35千m3（67.3％）

産業廃棄物
414t

焼却ゴミ
40t ☆

リサイクル（紙）
79t※3

リサイクル（紙）
200t※3

エネルギー起源CO2
216,602t※2

排水
817千m3（95.1％）

産業廃棄物
5,920t※3

紙
255t（95.7％）

水
970千m3（95.4％）

自動車燃料
ガソリン････････････
軽油･･･････････････
LPガス･････････････

4,686kℓ
5,861kℓ
2,944kℓ

燃料
LPガス････
都市ガス･･･
灯油･････････
A重油････････････････
熱供給････････････

1,375千m3（97.6％）
1,654千m3（99.9％）
426kℓ（99.1％）

259kℓ
99,333GJ

電気
303,712千kWh（99.6％）

岩谷産業
（単独）

イワタニグループ
（連結）
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文化活動

イワタニは、LPガス販売店など全国に広がる人や情報のネットワークを活かし、地域の安全や環境保護に貢献。
さらに豊かな文化の育成にも協力しています。

社会貢献活動

イワタニが事業協力を行う「NHK交響楽団」 第11回イワタニ水素エネルギーフォーラム

岩谷産業陸上競技部

生物多様性の保全

環境良品「ALALA」は、天然植物由来の洗浄成分を使用している環境にやさ
しい洗剤です。
本製品は製造過程から使用後まで環境へ配慮した負荷をかけない特長が
あります。
また、公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会に加盟しており、美しい
自然を守るトラスト活動や、絶滅の危機に瀕している生き物の生息地を保護
する生き物トラストなど、自然生態系保護活動の支援も行っています。

○NHK交響楽団の活動に協力
イワタニは、NHK交響楽団が事業目的とする、
「交響管弦楽により、わが国音楽芸術の向上発展を
図り、その社会文化使命を達成することをもって
目的とする。」ことに賛同し、特別支援企業として
多角的な事業協力を行い、全国各地でのＮ響の
活動に協力しています。なかでも活動の柱になって
いるのが、大阪、東京で行われるクラシックコン
サート「N響“夏”」で、東京公演は30回目（協賛）、
大阪公演は27回目（主催）を迎えました。

○陸上競技部の創部
2017年4月に陸上競技部（女子駅伝チーム）を創部しました。
監督には、アテネオリンピック金メダリストである野口みずきさんなど、多くの長距離ランナーの
育成で名高い 瀬永和氏を招聘しました。
日本トップ選手の育成や、スポーツ活動を通じた地域・社会への貢献を基本方針として、数年後には、
全日本実業団女子駅伝へ出場し、優勝争いのできるチームにすることを目標にしています。

○イワタニ水素エネルギーフォーラム
水素エネルギー普及の機運を盛り上げ、ネット
ワークづくりの「場」を提供することを目的に、
2006年より「イワタニ水素エネルギーフォー
ラム」を開催しています。
本年は、「水素社会の新たなステージに向けて」
をテーマに東京・大阪の2会場で開催し、民間
企業・大学・行政など幅広い分野から東京
会場880名、大阪会場640名に参加いただき
ました。

○住みよい地球～全国小学生作文コンクール
「住みよい地球がイワタニの願いです」の企業
スローガンにちなみ、当社は2010年から全国
の小学生を対象に「住みよい地球」をテーマと
した作文コンクールを実施してきました。
昨年は704校より5,801作品と非常に多くの
ご応募をいただきました。イワタニは、作文コン
クールを通して、エネルギーや環境に対する
子どもたちの関心を高めています。

環境良品 ALALAシリーズ2017年7月より新発売の
「ALALA 全身まるまる洗える
ソープ」

社
会
報
告



岩谷直治記念賞

エネルギー及び環境に関する研究開発で顕著な業績が認められるものに対し、毎年2件以内、各件
毎に賞状、賞牌及び副賞300万円を贈呈し、これを表彰しています。2016年度は株式会社日進産業が
受賞し、これまでの累計表彰件数は41件となりました。

第43回（平成28年度）岩谷直治記念賞を受賞された株式
会社日進産業と共同研究者

岩谷科学技術研究助成

エネルギー及び環境に関する優れた研究に対し、毎年30件程度で、1件200万円を限度に研究
助成を行っています。2016年度は30件、総額5,929万円の助成を決定いたしました。2016年度
までの累計で、助成金受領者は752名、助成金額は15億1,509万円となりました。

岩谷国際留学生奨学助成

自然科学分野における人材育成と国際交流への助成として、主として東アジア及び東南アジアから
来日している自然科学専攻の大学院私費留学生に対し、毎年15名前後で、1人当たり年間180万円
の奨学金と学会発表のための旅費等を支給し、年間5回の例会を開催しています。
2016年度は15名の岩谷国際奨学生を決定いたしました。
2016年度までの累計で、岩谷国際奨学生は394名、奨学助成金支給総額は6億7,840万円となり
ました。

岩谷直治記念財団は、科学技術全般の一層の発展を図り、もって国民生活の向上及び国際的な相互理解の促進に寄与
することを目的とし、研究開発の助成及び奨励、国際交流の推進のための援助並びに人材育成に関する事業を行っています。

技術振興活動
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第43回（平成28年度）岩谷科学技術研究助成金受領者

第42回（平成28年度）岩谷国際奨学生 
第3回例会にてトヨタ自動車（株）元町工場を視察

アジアでの溶接技術向上と普及を支援

溶接は製造業に不可欠な技術基盤。目覚ましい成長を続けるアジア諸国にとって、その技術基盤の
整備と溶接技術の向上は不可欠であり、また進出を加速する日本の企業にとっても重要な課題です。
このため、イワタニでは、溶接技術の向上を目的とした支援活動を継続実施しており、1997年から
「大連市・岩谷日中溶接技術交流会」を10年間実施、2007年以降は、ハノイ、ジャカルタなど各地で
「イワタニ溶接セミナー」を、また2016年はジャカルタ近郊でインドネシア溶接協会（IWS）と共催で
「イワタニ-IWS溶接コンテスト」を開催。今後も継続的に開催することで、アジア諸国の溶接技術
向上の支援を行ってまいります。

イワタニ-IWS溶接コンテスト

○第43回（平成28年度）「岩谷直治記念賞」受賞者

代表研究者 研究・開発テーマ

筑波大学  大学院

九州大学  大学院

東北大学  金属材料研究所

准教授  伊藤 良一

助教  迫田 直也

教授  吉川 彰

再生可能エネルギーを用いた排ガスが出ない水素生産技術の確立に向けた非金属触媒機構の解明

高温水素の金属透過による真空生成を応用した高精度簡易水素純度計の開発

マイクロ引き下げ法による形状制御磁歪材料の育成

○第43回（平成28年度）「岩谷科学技術研究助成金」受領者 

所属機関

［受領者全30名から抜粋・順不同］

受賞業績 受賞企業 推薦者

特殊中空セラミックを使用した
断熱塗料開発と応用

国立研究開発法人  宇宙航空研究開発機構　
理事長  奥村直樹株式会社日進産業



消費者保護の徹底

お客様からの信頼をより確かなものにするために、「消費者保護」の視点を、あらゆる活動において徹底するとともに、
広くお客様の声に耳を傾けています。

お客様とともに
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イワタニブランド商品につきましては、安全に配慮した製品設計、製造管理、説明書や製品への危険を
示す警告表示などにより、お客様が使用される際に危険となりうる事項に細心の注意を払っています。
万一、欠陥が発見された場合には速やかに適切な処置を行います。また、一般のお客様の相談窓口と
してお客様担当を設置し、クレーム・修理受付などに対応するとともに、貴重なご意見を新商品開発
などに活かしています。

お客様の暮らしの視点を
大切に

イワタニらしさを感じていただき、共感していただけるよう、お客様への積極的な情報発信を心がけています。

お客様への情報発信

家庭用LPガス「Marui Gas」をご利用いただ
いているお客様向けに、生活情報紙「ムティ」
を毎月発行しています。
「ムティ」は創刊以来、お客様にガスを快適に
お使いいただくためのご提案や、暮らしに役立つ
情報をお伝えしており、昨年創刊４０周年を
迎えました。
毎月約140万部を発行し、多くのお客様に親し
まれています。

ホームページから暮らしに役立つ
ガスの情報をご提供

当社の核であるガス&エネルギーを中心に、LP
ガスのある暮らし、さまざまな場面で使用されて
いるガス、環境への取り組みなどを紹介すると
ともに、LPガス設備や安全器具など実用的な情報、
便利なLPガスの豆知識などをご紹介しています。
また、遊びながら、楽しみながらガスとエネルギー
について学べる、子ども向けサイト「ガスエネ
キッズ」を公開し、内容を拡充。これからもガスの
ある豊かな暮らしと情報を提供してまいります。

○2003年8月、1997年3月～2000年10月にかけて製造された単機能電子レンジに不具合があり、最悪の
場合発煙・発火の恐れがあることが分かりました。このため、2003年9月2日に全国主要新聞紙上にて
無償点検・修理についての謹告を掲載するとともに、ホームページでもお知らせして継続的に該当製品の
無償点検・修理を実施しています。
○弊社が販売いたしました小型ガス缶、商品名「まめガスっ子」が再充填してはいけない容器であることが
判明しました。このため2007年11月6日全国主要新聞紙上ならびにホームページに回収と使用中止の
お願いを掲載し、全力をあげて回収活動を実施しています。また本事例のようなことを二度と起こさぬよう
法令遵守と安全性に関する審査機能を有する組織を、社外の専門家を入れて新たに設置し消費者保護を
徹底しています。
○2013年12月から現在までに販売したカセットボンベ式の「イワタニお料理バーナー プロⅢ」の一部に
製造上の不具合があり、ご使用中にやけどや、火災に至る可能性があることが判明しました。事故防止の
ため、対象のロット番号の製品につきましてご使用中止のお願いと、無償交換についての告知を全国主要
新聞紙上にて行いました。ホームページでもお知らせするなど継続的に対応を行っています。

【消費者保護の事例】

「イワタニアイコレクト」「ガスエネキッズ」

価値ある商品・情報をお客様の
もとへ「イワタニアイコレクト」

「イワタニアイコレクト」は、イワタニグループが
提供するショッピングサイトです。
クッキング用品、産直グルメ、アウトドアグッズに
加え、化粧品や健康食品など、毎日の暮らしを
豊かに彩る商品を、価値ある情報とともに提案
しています。

生活情報紙「ムティ」

社
会
報
告



社員一人ひとりが能力を発揮し、また、安心して仕事に取り組める環境を整備することが、企業の発展にもつながると考え、
制度の充実などに力を入れています。

社員の尊重
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基本的な考え方

厳しい企業間競争を勝ち抜き、会社を発展させるためには「社員一人ひとりの高いモラールの維持と能力の向上」が不可欠であり、そのための諸施策
（人事制度、教育制度、福利厚生制度等）を講じています。

労使関係

イワタニでは、「労使の信頼関係なくして企業の発展はありえず、社員の生活向上と企業の発展は
表裏一体の関係にある」との認識に立ち、良好な労使関係の構築に努めています。
1988年には、岩谷産業労働組合との間で“労使共同宣言”を締結し、「信頼関係と相互理解の維持
により企業の永続的な発展と社員の豊かさを追求する」ことを謳いました。
労使の協議機関としては労使協議会・労使連絡会議があり、労使の懸案事項や働きやすい職場環境
の整備などについて協議しています。

退職金・年金制度、弔慰金、遺児等奨学金制度、
単身赴任者帰宅旅費補助、長期傷病欠勤、公傷
病欠勤、リフレッシュ休暇、メモリアル休暇、その他
休暇（結婚、忌引、妊娠、出産、看護）、育児休業
制度、介護休業制度、勤務時間の短縮（妊娠、
育児、介護）、財形貯蓄制度、持株制度、住宅
資金貸付制度、借上社宅制度、転勤者子女入園・
入学金補助制度、災害・傷病見舞金、海外駐在員
への危機管理サービス・医療補助制度、各種
クラブ活動支援

バークレー国際語学学校での語学研修

さまざまなクラブ活動でオフタイムの充実を図り、
コミュニケーションの場としても役立っています。

会議・研修・保養所として利用される
「琵琶湖コンファレンスセンター」

第28回労使共同宣言ポスター

○人事制度
「発揮能力の向上、役割遂行、成果の拡大に
軸足を置いた処遇と評価」を基本的な考え方
とし、当社の発展のために「闘争心」を持って
より高い目標達成に向け邁進、挑戦する人材
を評価・処遇する制度です。また、加点主義に
基づいており、資格や世代にかかわらず最も
その役割にふさわしい人材を、メリハリをつけて
的確に登用し配置しています。社員と組織双方
の挑戦意欲とパワーを最大化できる制度と
なっています。

○福利厚生制度
イワタニでは、社員が心身ともに健康で安心して
働くことができるように、以下の各種福利厚生
制度を整備しています。

○出産・育児・介護への取り組み
イワタニでは、社員が仕事と家庭を両立させながら能力を発揮できるように、育児や介護のための
休業制度や勤務時間短縮制度などを設けています。
さらに、養育手当の新設など、子育てにかかる経済的負担を軽減し、社員が安心して子どもを産み、
育てられる環境を整えています。
今後もこれらの制度を拡充するだけでなく、制度を利用しやすい職場環境づくりを図ることで次世代
育成支援や介護支援に取り組んでまいります。

○教育制度
イワタニの企業理念「世の中に必要な人間と
なれ、世の中に必要なものこそ栄える」を実現
するためには、常に時代が求める知識、知恵、
技能、能力を習得すべく、社員一人ひとりが自己
研鑽することが必要です。当社は、社員の能力
開発をサポートするため、「階層別研修」、「目的
別研修」、「海外留学派遣」などを実施し、各種
通信教育講座を開講しております。入社１年間は、
社員の成長において重要な時期と捉え、新しく
建設した社員寮での共同生活やグループ会社
での現場研修など、新入社員教育に力を入れて
います。

次世代認定マーク（愛称：くるみん）の取得



監査体制

リスク管理体制

当社は監査役会設置会社であり、監査役会は４名の
監査役（内２名は社外監査役）で構成しており、常勤
監査役は全ての取締役会・経営会議に出席し、社外
監査役も取締役会に出席するなど、取締役の職務
執行を充分に監視できる体制にしております。また
監査役の選任については、財務・会計、法律に関する
専門性や当社事業に関する知識・経験等を重視する
とともに、特に社外監査役は金融商品取引所の定める
独立役員に関する要件を充足することで、より多角的
な視点に基づいた監査体制を確立しています。内部
監査については、社長直轄の組織として「監査部」を
設置し、監査役と密接な関係・連携を持って必要な内部
監査を定期的に実施し、会社の事業活動が適正かつ
効率的に行われているかどうかを監査しております。

当社グループでは企業全体のリスクを統合的に
管理するため、「危機管理委員会」を設置してい
ます。当委員会の傘下に８つの個別委員会を設け、
顕在ないし潜在する企業危機への総合的な対応
を行っています。さらに、企業不祥事の発生阻止に
向けては平成10年に「イワタニ企業倫理綱領」を
制定しており、「グループの経営者、従業員が経営
理念や倫理観・価値観を共有し、あらゆる事業
活動の局面において遵守すべき規範」として、
社内・グループ会社で周知徹底を図っています。

業務執行・監督体制

経営の健全性を確保するとともに、企業としての社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの体制を整え、
従業員一人ひとりの意識を高めています。

コーポレート・ガバナンス
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1.株主の権利を適切に行使できる環境の整備を行い、株主の平等性の確保に努めます。
2.従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会などのステークホルダーの権利・立場を尊重し、適切な協働に努めます。
3.法令に基づいた開示を適切に行います。また、透明性の確保の為、法令に基づく開示以外の情報提供にも努めます。
4.公正かつ透明性が高く、機動的な意思決定を行い、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
5.持続的な成長と企業価値の向上のため、株主との建設的な対話に努めます。

【基本方針】

○取締役会
当社の業務意思決定及び監督機関である取締役
会は取締役17名（内２名は社外取締役）で構成
しており、取締役会が充分かつ活発な議論の上に
的確かつ迅速な意思決定及び監督を行うとともに、
特に社外取締役は経営陣から独立した立場で、
企業統治に関する豊富な経験と高い知見から、
意思決定の透明性及び監督の実効性の強化・
向上を図り、取締役会の機能を高めております。

○経営会議
当社は常務以上の取締役で構成する経営会議
を毎月２回開催し、取締役会に付議する事項
や業務執行上の重要事項の審議に加えて、
情報の共有化と意思疎通を図っております。

○執行役員制度
当社は意思決定の迅速化と権限の委譲を進め
るために、執行役員制度を導入し、取締役会の
活性化を図っております。

コーポレート・ガバナンスについての詳細につきましては、下記をご参照ください。
http://www.iwatani.co.jp/jpn/ir/pdf/governance.pdf

【コーポレート・ガバナンスの体制】

監査役会
監査役 4名

（うち社外監査役 2名）

取締役会
取締役 17名

（うち社外取締役 2名）

選任・解任選任・解任

指示

指示

指示

指示

報告

指示

報告

報告

報告

報告

監査

内部監査

連携 会計監査

内部監査

報告 報告

報告

選定・解職・監督

選任・解任

指示 報告 指示 報告

会計監査人

代表取締役

危機管理委員会

執行役員会経営会議

安全保障輸出管理委員会
個人情報保護委員会
コンプライアンス委員会
工場保安委員会
災害対応・環境委員会
海外安全管理委員会
CS委員会
製品安全・ブランド委員会

監査部

各営業部門・関係会社

株主総会

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト



2016年度経営成績

当連結会計年度における日本経済は、堅調な雇用や所得環境から個人消費に持ち直しの兆しが
見られるとともに、原油価格の回復などを背景として企業業績や設備投資が改善し、緩やかな
回復基調で推移しました。
このような状況のもと、当社グループは中期経営計画「PLAN18」の基本方針である「成長戦略の
推進」と「経営基盤の拡充」に基づき、都市ガス小売自由化に向けては、電力会社との提携を進め、
保安業務・ガス関連機器の販売を行う体制整備に取り組みました。水素事業については、FCバスや
FCフォークリフト向けの水素ステーション建設に加え、将来の需要増に備えて山口県で液化
水素製造設備の増設に着手しました。
総合エネルギー事業は、LPガスについては小売部門の販売数量が増加しましたが、卸売部門の
見直し等により民生用LPガスの販売数量は減少しました。また、円高の影響もありLPガス輸入
価格が低位に推移したため販売価格が下落し、減収要因となりました。一方、利益面については、
LPガス輸入価格の変動による影響は、輸入価格が8月から上昇に転じたことにより、増益の要因と
なりました。また、エネルギー関連機器やガス保安機器、「カセットこんろ・ボンベ」の販売が伸長した
ことで増益となりました。
産業ガス・機械事業は、エアセパレートガスについては、電子部品や化学品業界向けを中心に堅調で
あったことに加え、生産コストの低減により収益性が向上しました。水素事業については、液化水素の
販売数量が既存顧客向け需要増や新規顧客の獲得により増加しました。ヘリウムについては、販売
数量は増加しましたが、国内外ともに需給緩和により販売単価が下落したことに加え、ヘリウムコン
テナや物流システム等の投資によりコスト増となりました。機械設備については、国内では溶接機械や
電子部品製造装置の販売が堅調に推移しましたが、海外では半導体設備等の販売が減少しました。
マテリアル事業は、大手顧客向けを中心にPET樹脂原料の販売が増加したことに加え、ステンレスや
アルミの収益性が向上しました。一方、チタン・ジルコン等の資源全般の市況が低調に推移しました。
また、中国でのスマートフォン向け機能性フィルムの販売が減少しました。
自然産業事業は、業務用においては省力化ニーズに対応した冷凍野菜の販売が堅調に推移すると
ともに、コンビニ向け畜肉調理品の販売が増加しました。また、種豚の出荷頭数は増加したものの、
農業・畜産設備の大型案件が減少しました。
この結果、当連結会計年度の業績は、売上高5,880億45百万円（前年度比281億56百万円の
減収）、営業利益250億38百万円（前年度比45億42百万円の増益）、経常利益268億34百万円
（前年度比52億50百万円の増益）、親会社株主に帰属する当期純利益165億46百万円（前年度比
41億81百万円の増益）となりました。

財務データ
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（単位：億円）

2014年度 2015年度  2018年度（中期経営計画）

連 

結

単 

独

売上高

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

ROA

ROE

売上高

経常利益

当期純利益

ROA

4,200

82

59

3.0%

6,162

215

123

5.3%

11.1%

2016年度

4,077

153

113

5.2%

5,880

268

165

6.4%

13.3%

4,941

17

13

0.6%

6,919

127

61

3.1%

6.1%

6,370

240

142

5.5%以上

10.0%以上

商号 
設立 
創業 
代表取締役社長 
資本金 

岩谷産業株式会社　Iwatani Corporation
1945年2月2日
1930年5月5日
谷本 光博
200億96百万円 （2017年6月28日現在）

売上高 
社員数 
事業所数
株主数
決算期

4,077億91百万円　※連結ベース 5,880億45百万円
1,487名（2017年5月31日現在）
83か所〔国内77 / 海外6〕
29,437名（2017年3月31日現在）
3月31日

経常利益（億円） 当期純利益（億円）
ROA ROE

【収益力（連結）】

【財務体質（連結）】

2014年度 2015年度

有利子負債額（億円）
有利子負債依存度

2013年度 2016年度

合計 
588,045
（単位：百万円）

【セグメント別連結売上高】
その他 7,443（1.2%）自然産業

26,859
（4.6%）

総合
エネルギー
272,154
（46.3%）産業ガス・

機械
166,381
（28.3%）

マテリアル
115,206
（19.6%）

13.3%
11.1%

6.1%

10.0%

6.4%5.3%
3.1%

5.5%
268

215

127 123

61

240

165
142

2018年度
（中期経営計画）

2014年度 2015年度 2016年度

会社概要

33.7%34.7%
38.7%

31.1%

1,610
1,417 1,365 1,352

デ
ー
タ
集



大阪本社〒541-0053 大阪市中央区本町3-6-4    TEL(06)7637-3131
東京本社〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8 TEL(03)5405-5711

発行日 2017年9月

この報告書は、有害物の廃液量や使用量が
少ない「水なし印刷方式」を採用しています。

揮発性有機化合物（VOC）を
含まないインクで印刷しました。

このFSCのロゴマークは、この報告書に使用
されている木材繊維が森林管理協議会
（FSC）のルールに則って適切に管理されている
森林から生産されたものであることを示します。

00

http://www.iwatani.co.jp/jpn/csr/csr01.html

環境保安部（地球環境担当）　TEL：06-7637-3081  FAX：06-7637-3572

読者の皆様のご意見を参考に、より良い報告書を目指します。「環境・社会報告書2017」に
関するご意見・ご質問等はこちらへお寄せください。

イワタニの環境・社会活動に関する情報開示は、本書のほか、当社ホームページでも行って
います。本書発行以降の最新情報、本書のPDF版等がご覧いただけます。
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