長︶は１月

日〜今月６日の２週間︑本社隣

接の自社ショールーム﹁ときめきシティ﹂で
リフォームフェアを開いた︒顧客接点を確保
しにくい状況のなか︑チラシによる周知を徹
底してきた成果が表れ︑その重要性を﹁改め
て実感した﹂と御手洗社長は振り返る︒

応募
人に賞品進呈

通に増加

佐賀県協

佐 賀 県 Ｌ Ｐ ガ ス 協 会 者に向け展開する家庭用

快適ＬＰガス﹂のプレゼ
ントクイズの抽選会を
日︑佐賀市の佐嘉神社記
応募総数は２７８１通

念館で開いた︒

旧簡ガス２団地
６月に指定解除
九州経産局
九州経済産業局は

点として経過措置料金規
制を課してきたが︑解除
基準を満たしたことから
６月１日付で指定を解除
すると発表した︒
対象はＥＮＥＯＳグロ

通増加した︒クイズ正解 売の２社の福岡︑宮崎県 ーブエナジーのちくし団

︵大塚浩司会長︶は消費 周知文書﹁ホットな安全 で︑前年度に比べ４５９ 日︑旧簡易ガスみなし小
者の中から 人にＱＵＯ の計２団地に２０１７年 地︵ 筑 紫 野 市 ︶︑ 東 洋 プ

第３四半期決算

自由化後も指定旧供給地 ープタウン︵延岡市︶︒

カード５千円分を進呈す ４月からのガス小売全面 ロパン瓦斯の千代ヶ丘コ
周知文書は︑昨年４月

る︒
から 万２３００部を配
収が見込めないと判断し
８月末で閉店した︒
石油部門は︑石油製品
の販売数量が減少するな
か︑営業効率を高めるた
め法人カード業務を集約
管理するとともに︑ＦＣ
カード請求書の発行業務
を外部に委託して事務作
業を効率化した︒
コロナの影響で燃料油
や業務用ＬＰガスの需要
が減少したほか︑原油価
格が前年同期に比べ低調
に推移し︑燃料油やＬＰ
ガスの販売価格が低下し
た︒このためセグメント
売上高は２６８億５００
万円と前年同期比 ・４
％減少したが︑ガソリン
など石油製品の市況が好
転 し︑ セ グ メ ン ト 利 益
︵営業利益︶は７億５９
００万円と同 ・８％増
加した︒
通期業績予想は昨年
月 日公表分を変更せず
連結売上高４７６億１３
００万円︑営業利益 億
１７００万円︑経常利益
億８６００万円︑純利
益８億３７００万円を見
込む︒

第２の特徴は複数のマットを連
は固定用の孔を四隅４カ所に設け 結させて使用できることだ︒２枚

業界でどうＬＩＮＥが使

スとＬＩＮＥの活用事例 ﹁業界での運用ノウハウ

おけるＬＩＮＥのサービ 開設が増えているのか﹂

ブネッツが﹁ガス業界に 界でＬＩＮＥアカウント

各回とも第１部でクラ わ れ て い る か ﹂﹁ な ぜ 業

込みで聴講できる︒

東京︑冨安仁社長︶とカ ナデンブレインが﹁顧客

問い合わせ先はカナデ
ナデンブレイン︵同︑吉 接点強化のために︑ガス ンブレイン☎０３︱３５
田仁社長︶は３月４︑５ 基幹システムができるこ ３２︱６００１︑クラブ
日︑Ｚｏｏｍで参加無料 と﹂について講演する︒ ネッツ☎０６︱６３９２
コロナ禍とＬＰＷＡの ︱８５５１︒申し込みは
ネルギー業界におけるＤ 少するなか︑ガス会社は
Ｘ推進について﹂と﹁顧 遠隔でいかに商機を作る
いる︒セミナーではＬＩ
ＮＥを活用した売り上げ

Ｒコードか
https://for
ms.gle/r8joYAEPirkskk1
からインターネット
aA
で 申 し 込 め る︒
agency‑
business@clubnets.jp
〜 時の全４回︒いずれ アップ策やコスト削減ノ のＥメールアドレスから
も内容は同じ︒事前申し ウ ハ ウ を 伝 え る︒﹁ ガ ス も参加を受け付ける︒

３４００円︒

標準価格は税・運賃別で２枚一組

発売は３月中旬を予定している︒

現在︑意匠登録を申請しており

に雨水がたまらない設計とした︒

ットの八方に溝を設け︑マット上

三つ目の特徴は雨水対策だ︒マ

交換などで外れることはない︒

かりとかみ合わせる設計で︑容器

る︒連結部分はマット同士をしっ

ど利用方法に合わせた設置ができ

の底面にフィットする六角形の形 上が図られた︒マットのサイズは 千鳥３連結にして︑容器の本数な

向上させたことだ︒ＬＰガス容器 に絞った︒その点でも施工性の向 結や︑３枚を千鳥格子に連結する

同製品の第１の特徴は設置性を ていたが︑新製品は中央の１カ所 以上のマットを横連結させる２連

器マット﹂を開発した︒

ー容器用マットの新製品﹁六角容 になった︒加えて︑従来のマット

木隆二社長︶はＬＰガスシリンダ に比べ省スペースでの設置が可能 ５１・２㍉㍍となっている︒

ホクエイ︵本社・札幌市︑佐々 状を採用し︑従来の四角形マット 横幅が３９７・５㍉㍍︑対角が４

10 12

佐伯富士甚︵本社・佐伯市︑御手洗芳夫社

御手洗社長は﹁接点の

16

布した︒賞品は今月中に
︵４〜 月︶
各販売店宛てに発送す
Ｍｉｓｕｍｉ︵ 日︶
る︒抽選会には協会事務
連結売上高が前年同期
局のほか中溝芳則︑円城 比 ・９％減の３７５億
寺富康の両副会長が参加 ８００万円︑営業利益が
同 ・６％増の９億７７
した︒
００万円︑経常利益が同
・７％増の 億７１０
プレゼントクイズの賞
０万円︑純利益が同 ・
８％増の７億９６００万
品抽選会に臨む︵右か
円の減収増益となった︒
ら︶中溝芳則副会長︑
新型コロナウイルス感
円城寺富康副会長︑小
染拡大防止のため在宅・
柳一英専務理事
分散勤務や時差出勤︑店
舗での３密回避や訪問に
の活用などお客さまとの 時から﹁水素ビジネス参 よる営業活動の自粛など
の対策を講じ︑ダイレク
接点策を模索していく︒ 入セミナー﹂をオンライ
トメールやチラシのポス
迅速︑丁寧︑親身を常に ンで開く︒市場拡大が期 ティングを中心とした活
意識しながらコロナ禍を 待される水素関連ビジネ 動で収益確保に努めた︒
エネルギーセグメント
乗り切っていきたい﹂と スへの参入を促すため︑
のガス部門は︑面談の営
力を込めた︒
大規模水電解装置や燃料
業活動を自粛するなか︑
市場参入促進へ 電池船の構成部品や技術 入札案件への積極的な参
ニーズを大手メーカーが 加︑季刊誌︑時季商品を
３月 日セミナー
扱うチラシのポスティン
紹介する︒
福岡水素会議
事前に参加登録が必要 グに力を入れた︒一方︑
﹁令和２年７月豪雨﹂で
オンラインで
で︑３月４日までに専用
浸水被害を受けた人吉オ
福岡水素エネルギー戦 フォームから申し込む︒ ートガスＳＳ︵人吉市︶
は︑新たな設備投資の回

連結自在
カナデンブレインと

12

チラシの効果再確認
新型コロナウイルス感 ては来場人数に応じて入 特価で提供︒なかでも現
会場ではビルトインこ るガス衣類乾燥機に注目

染防止のため開催期間を 場制限を行うなどした︒ 在︑提案に力を入れてい
長く設定し︑各日午前
開催に向けＯＢ顧客に

時︑午後１時︑午後３時 んろやエコジョーズのほ が集まった︒
からの三つの時間帯を指 か︑システムバス・キッ
定 す る 事 前 予 約 制 と し チン︑洗面化粧台︑トイ 年賀状で告知したほか︑
た︒予約せずショールー レ︑蛇口一体型浄水器な 自社のニュースレターや

構築が難しい状況のなか

年度目

％
︑ Ｒ Ｏ Ｅ ５・ ０ ％ 以
社内的には▽成長する 増 ︶
年度はマイナス２
・８％︶
︒

オンラインセミナー

11

23

18

佐伯富士甚 リフォームフェア

御手洗芳夫社長

12

クラブネッツ︵本社・ に つ い て ﹂︑ 第 ２ 部 で カ と活用事例﹂を説明する︒

クラブネッツ
３ 月 ４ ︑５ 日

18

した︒予約客に加え︑チ 灯油やオール電化ユーザ
ラシを見て問い合わせや ーへの燃転提案を含めて
た顧客も多く︑見積もり

ショールームに立ち寄っ 需要開拓を推進した︒
や成約につながった︒
同社は緊急事態宣言以 で改めてチラシによる周
月 チラシには社員の顔写真

降︑チラシによるＰＲを 知の重要性を実感した︒
徹底してきた︒昨年
には例年開催していた感 を掲載し︑当社のことを
謝祭を中止し︑代替企画 身近に感じてもらえるよ
として給湯器とこんろを う心がけている︒今回の
メーンにチラシを作成︒ リフォームフェアのほか

連結ベースの

ーマンスの向上を図る︒

働き方改革によりパフォ

ュニケーションの充実や

型賃金制度を導入︒コミ

生み出せるようにジョブ

人ひとりが高い生産性を

織に変革する︒従業員一

を通じ︑挑戦し続ける組

買い替え需要を見据え︑ にも︑自社ホームページ 略会議は３月 日午後２ 定員１００人︒無料︒

億円めざす

に取

億円︵同

年度比４・４％増︶︑

作りとして▽新技術・ビ 通じた安全・安心な社会 標は売上高１９２０億円
ジネスモデル・新事業の の形成に貢献し︑グルー ︵

︱

創出▽環境への貢献▽品 プで継続的に成長する︒ 営業利益
質の持続的向上

︱

り組む︒政府が掲げる温 チームの形成▽高い成果 上︵

億円超に 前期

室効果ガス削減に寄与す を出せる人材の輩出

営業益

11

80

共催する︒テーマは﹁エ 普及で訪問営業機会が減 ８面掲載の広告にあるＱ

のオンラインセミナーを

11

14

客 接 点 強 化 に 向 け て ﹂︒ かについて課題を抱えて
４日は 〜 時と 〜

16

ムに来訪した顧客に対し どの住設機器を展示現品 折り込み新聞広告で周知

営業 益

﹂ 国内は高付加価値商品の

年度に４ な事業基盤を確立する︒

次代に選ばれる仕掛け る技術開発︑品質向上を

ノーリツ国内を高収益化

年度の連結

日に発表した︒国内事業の

年度の３カ年の中期経営計画﹁Ｖプ

ノーリツ︵本社・神戸市︑腹巻知社長︶は２
０２１〜
ラン ﹂を策定︑
高収益化と海外事業の成長により
決算で営業利益 億円︑ＲＯＥ︵自己資本利益

〜

率︶５・０％以上を目指す︒
同社は
カ年計画﹁Ｖプラン
を推進したが︑国内外の さらなる拡販や取り替え
想定以上の需要低迷を受 モデルの構築︑非住宅分
け国内と中国事業の構造 野の販売モデル構築︑原
改革を断行した︒収益構 価改善による高収益体質
海外は︑中国で新商品

造は大きく改善したが︑ への進化を目指す︒
新中計のもと厳しい経営

環境に対応しながら持続 投入や暖房・業務用分野

的成長を図り︑さらなる の強化︑ネット販売の拡
新中計では﹁選ばれ続 を推進する︒北米は現地

11

時︑５日は 〜 時と

15 15

企業価値向上を目指す︒ 大など成長に向けた施策

を重 南アジアへの参入を進め

11

14

2781

70
27

ホクエイ「六角マット」
13

けるノーリツグループ﹂ 法人３社の活用で温水事

を目指し①国内事業は高 業を拡大︑豪州は業務用

︱

10 12

80

り減収増益だった︒
海外は売上高５３８億
５６００万円︵同 ・７
％減︶
︑セグメント利益
３億７８００万︵同 ・
３％増︶
︒中国はコロナ
の影響を受けたが第２四
半期から固定費削減やネ
ット向け給湯器販売で急
回復した︒北米は連結３
社が瞬間式給湯器︑業務
用給湯器︑暖房商品の拡
販に努めた︒豪州は原価
改善などで堅調だった︒
次期予想は売上高１８
０ ０ 億 円︵ 同 ２・ １ ％
減︶
︑営業利益 億円
︵ 同 ５・ ０ ％ 増 ︶
︑経常
利益 億円︵同７・２％
減︶
︑純利益 億円︒
58

12

周知文書
ク イ ズ
20

20

55

80

収益体質へ進化②海外事 事業を広げる︒新規に東
業は持続的成長

61

新開発した「六角容器マッ
ト」
。容器の本数に合わせ
て連結使用もできる

10

︵同 ・０％増︶
︒温水
空調は新設住宅や更新需
要が前年を下回るなか
﹁ＧＴ︱Ｃ シリーズ﹂
や﹁ＧＴＨ︱Ｃ シリー
ズ﹂を中心にエコジョー
ズを販促した︒厨房は中
級ビルトインこんろ﹁ピ
アット﹂
︑ 高 級 品﹁ プ ロ
グレシリーズ﹂に注力︒
グリル料理の楽しさを広
める﹁毎日グリル部﹂の
運営と併せビルトインこ
んろを拡販した︒住設シ
ステム撤退による減収︑
コロナによる活動制限が
あったが︑国内全体での
売価改善と経費削減によ
62

80

容器底にフィット
10

5976
72

12

20

11

12

12

50

47

30

20

23

25

12

12

３ヵ年中計
23

10
ノーリツが 日に発表
した２０２０年 月期連
結決算は売上高１８３８
億５９００万円︵前期比
・８％減︶
︑営業利益
億６３００万円︵同
・８％増︶
︑経常利益
億２５００万円︵同 ・
４％増︶
︑純損失 億１
３００万円︵前期は利益
億１２００万円︶
︒営
業・経常増益だが構造改
革に伴う特別損失で純損
益は赤字となった︒
国内は売上高１４００
億２７００万円︵前期比
・４％減︶
︑セグメン
ト利益 億８５００万円
43

23

23

17

80
17

4711

15

10

自社ショールーム「ときめきシ
ティ」の一角。フェアは密を避
けるため時間帯指定の事前予約
制で開いた

点施策に据えて持続可能 持続的成長を図る︒

83

（14）
２０２１年（令和３年）２月２２日（月曜日）

プ ロ パ ン・ブ タ ン ニ ュ ー ス
（第３種郵便物認可）

