川野新体制のもと事業構造の抜本的見直しに着手
２０２１年度に売上高３５０億円超えへ

3.46%

ＰＢＲ 0.64倍

決

3月

2021年3月期 通期業績予想

前期比

作成当初、2020年度に見込んでいたガス導管維持管理事業の東京ガスグループ
への移管範囲が縮小されたため、2020年度、2021年度の目標を2020年5月に
修正。なお、新型コロナウイルス感染症や東京オリンピック・パラリンピック延期
による影響は折り込んでいない。

建て住宅︒これは東京ガス管
内ではトップの数字となる︒
﹁住宅のガス工事ができる
ことは︑当社の大きなアドバ
ンテージです︒工事を通じて
地元の工務店と深い繋がりを
保っており︑神奈川県内では
戸建て住宅の給排水工事も行
っています﹂︵川野茂社長︶

30

12

多機能化を目指し大改革を断行
新たなターゲットは﹁屋内﹂

29

値動き

60

346億8000万円 0.8％減
9億8000万円 17.2％減
11億3000万円 13.9％減
13億8000万円 51.9％増

ガス設備工事︵屋内配管︶やガス導管工事︵道路埋設配
管︶などガス工事を主体として設備工事事業を展開する協
和日成︵１９８１︶の新社長に昨年４月川野茂氏が就任︒
同時期に発表した２０２２年３月期までの中期経営計画で
は︑メインのガス工事を通じて得られたノウハウ・技術・
顧客層という強みを給排水衛生設備工事などにさらに活か
し︑真の総合設備工事会社を目指すことを明らかにしてい
る︒新たな戦略を打ち出した川野社長に話を聞いた︒

配当利回り

東京ガスの工事業者として成長
友好工務店を通じ給排水工事も

単位：百万円

数値目標

現在︑同社の売上高の７割
以上がガス工事関連で︑なか

99億円

場施設の営繕工事などを行う
﹁建築設備事業﹂︑東京ガス
をはじめ︑静岡ガスや北海道
ガスの導管工事などを行う
﹁ガス導管事業﹂︑東京電力
パワーグリッドの電気管路洞
道埋設工事やゴルフ場等のイ
リゲーション工事︵散水設備
工事︶などを行う﹁電設土木
事業﹂だ︒
ガス設備事業では２０１９
年度で３万６０００戸にメー
ターの設置を行っており︑そ
のうちの１万３０００戸は戸

時価総額

模工場などの大口供給先から
始まり︑段階的に実施された
都市ガスの小売自由化の流れ
を厳しく受け止めていた東京
ガスは︑人員削減によるスリ
ムで強靭な経営体質の構築と
ともに︑ガス工事会社の統合
による経営体質強化と効率化
を目指した﹁スーパー工事会
社﹂構想を推進し︑２００２
年に協和建興と日成が合併︒
現在に至っている︒東京ガス
管内のガス工事を主体とする
企業で上場しているのは同社
のみだ︒
同社の事業セグメントは大
きく分けて４つ︒ガス設備工
事や暖冷房給湯工事など行う
﹁ガス設備事業﹂︑新築建物
の給排水衛生工事やマンショ
ンのリノベーション工事︑工

前期比

売 上 高
営業利益
経常利益
当期純利益

それから 年ほど遅れて設立
され︑両社ともに東京ガスの
導管埋設や建物のガス設備工
事に携わっていたが︑東京の
人口が増えるにつれ仕事が増
え︑企業規模も大きくなって
いった︒
その後︑１９９５年の大規

550円（20.3/23）

のこと︑ゼネコンをはじめ︑
サブコン︑地場の工務店との
信頼関係をしっかりと築き︑
特に戸建て顧客に対して付加
価値のある商品の提案を強化
していきます︒まさに今が第
３の創業期と位置づけ︑真の
総合設備工事会社への転換を
図っていきます﹂︵同氏︶
２０２１年３月期は年間で
円の配当を予想している︒
﹁株主還元については︑ます
ます投資家を意識しなければ
いけない時代になってきてお
り︑昨年 月に配当方針を見
直しました︒長期的かつ安定
的な配当の維持・向上を基本
とし︑特別な要因がない限り︑
配当性向 ％を目標とするこ
ととしています﹂︵同氏︶

年初来安値

性の高い給湯器エ
コジョーズを加え︑
地場の工務店経由
で一般顧客に販売
する︒
社内人事制度
の抜本的な改革に
も 着 手 し た︒キャ
リアパスを複 線化︑
専門職人材の待遇を手厚くす
ることに加 え︑従業員の多 機
能化を制度面から促進する仕
組みを作り上げた︒また 歳
以上の嘱託社員でも︑期待役
割に応じて定年前と待遇が変
わらないコースも新設した︒
﹁住宅や建物の屋内工事の
発注者は我々の顧客︒安全︑
品質を担保し︑導管工事の受
注を確保することはもちろん

852円（20.1/30）

と当時流行のオー
ル電化に変更した
ためでした︒ガス
工事がなくなり地
場の工務店との関
係も途切れそうに
なったので︑工務
店に〝ガスがなけ
れば水道工事をや
らせてほしい〟と提案し︑そ
れが今につながっています﹂
︵同氏︶
さらに一般消費者向けの環
境商材である﹁エネイース／
Ａｌｌ ｉ
│ ｎ Ｏ
│ ｎｅ﹂の販売
も新たに手掛ける︒同商品は
長瀬産業が販売する家庭用コ
ンパクトＨＥＭＳセット︒同
社ではこれに家庭用燃料電池
であるエネファームと省エネ

年初来高値

■中期計画
ＰＥＲ 7.0倍

算

協和日成は︑協和建興と日
成が２００２年に合併して誕
生した企業だ︒
協和建興は戦後復興のため
に作られた合同企業︑日成は

▲土中埋設前のガス導管

について包括的な施工を担う
エンジニアリング事業本部と
ガス・水道・電路洞道の埋設
等︑土木工事を担うパイプラ
イン事業本部に再編︒社内部
門の連携によって︑ガスと同
時に給排水衛生設備工事を一
括受注することで顧客単価を
上げていく︒
中計策定時︑２０２０年度
に見込んでいたガス導管維持
管理事業の東京ガスグループ
への移管範囲が縮小︵影響は
売上高 億円減︶されたため︑
今年５月に数値目標が見直さ
れ︑２０２１年度に売上高３
５１億円︑経常利益 億５８
００万円を目標としている︒
今次中計の柱の一つである
多機能化は︑川野社長のかつ
ての経験から生まれた方針だ︒
﹁２００９年︑当時担当し
ていた本部が初めて赤字を計
上しました︒一般顧客が次々

839円（20.7/30終値）

川野 茂社長
11

10

11

60
2020. 9
2020. 9

61

直近株価

［1981・JQ］

でも東京ガスからの売上が６
割を占める︒ガス導管工事は
ガス事業者から長期計画が事
前に出されるので︑先が読み
やすく安定した経営につなが
ってきた︒しかし自由化がス
タートし事業環境に変化が訪
れる中︑戦略の切り替えを迫
られている︒
昨年４月の社長就任と同時
期に発表した中期経営計画
﹁エボリューションプラン
﹂では︑タテ割りの単機能
型組織を改め︑企業ビジョン
に掲げている﹁真の総合設備
工事会社﹂への転換を早期に
図り︑全社的な多機能化を目
指すという方針の下︑会社
組織の抜本的な変革を行った︒
具体的には︑幅広い顧客ニー
ズに対応すべく顧客軸を中心
に営業部門を再編するととも
に︑施工能力の有効活用を図
るため︑建物に関連する設備
▲給排水衛生設備工事（給水ポンプ）

▲ゴルフ場におけるイリゲーション
工事（散水設備）

349億4700万円 1.7％増
11億8300万円 19.9％増
13億1200万円 19.0％増
9億800万円 22.9％増
2020年3月期 通期業績

売 上 高
営業利益
経常利益
四半期純利益

市場 東証JQ

1981
コード

協和日成
▲建物外部の埋設工事（ガス設備工事）

プロフィール◉かわの・しげる
東京都出身。1973年協和日成
入社。2001年ガス設備事業部
長。05年取締役常務執行役員
ガス設備事業本部長。07年常
務取締役常務執行役員ガス設
備事業本部長、
エネスタ事業本
部長。13年専務取締役専務執
行役員営業本部長、ガス設備
事業本部長。19年代表取締役
社長社長執行役員
（現任）。
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企業 解剖
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