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会社概要

商 号

創 業

代 表 者

資 本 金

売上・利益

決 算 月

従業員数

本 社

東京支店

名古屋営業所

九州営業所

南九州営業所

沖縄営業所

仙台出張所

小浜出張所

株式会社 洸陽電機

平成5年9月

代表取締役社長　乾 正博

367,250,775円

207億円(経常利益：12.5億円)※2016年度実績

11月

157名  ※2017年10月現在 

主な外部株主

三井物産株式会社

株式会社環境エネルギー投資

南国殖産株式会社

株式会社みなと銀行

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社

株式会社新生銀行

池田泉州キャピタル株式会社

日本ベンチャーキャピタル株式会社

オリックス株式会社

加盟団体

建設業許可

登録・認定

経済産業大臣

財団法人省エネルギーセンター/ＥＳＣＯ・エネルギーマネジメント
推進協議会  正会員/日本環境取引機構（JCTX）/関西電気工事
工業協同組合/兵庫県電気工事工業組合/兵庫県フロン回収・処
理推進協議会/社団法人神戸経済同友会/一般社団法人 関西
ESCO協会　正会員/日本卸電力取引所(JEPX)

国土交通大臣許可（特-24）第21746号
電気工事　建築工事　管工事　土木工事
国土交通大臣許可（特-28）第21746号
鋼構造物工事業
株式会社洸陽電機一級建築士事務所  第01Ａ01113号

自家用電気工作物 ・一般電気工作物　第18018号

小売電気事業者 / 特定規模電気事業者（ＰＰＳ） 
エネマネ事業者 / BEMSアグリゲータ / MEMSアグリゲータ 
冷凍空調施設工事事業所 30-A-93 
宅地建物取引業者：兵庫県知事（１）第11704号

〒651-0087　兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館14階
TEL：078-600-2660(代)　FAX：078-891-6902
〒103-0022　東京都中央区日本橋室町4-1-5共同室町4丁目ビル2階
TEL：03-5542-1071　FAX：03-5542-1073
〒452-0005　愛知県清須市西枇杷島町恵比須20-1 丸中ビル2階
TEL：052-501-3389　FAX：052-501-3364
〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前1-5-1博多大博通ビルディング7階
TEL：092-415-6800　FAX：092-415-6801
〒890-0053　鹿児島県鹿児島市中央町26番地1 南国アネックス5階
TEL：099-296-8991　FAX：099-296-8992
〒901-0156　沖縄県那覇市田原3-7-2 小禄リースビル3階
TEL：098-859-3030　FAX：098-859-3033
〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央１丁目34番地１ 
　　　　　　三好耳鼻咽喉科ビル１F　A号室
TEL：022-341-7168　FAX：022-341-7169
〒854-0514　長崎県雲仙市小浜町北本町862-2
TEL：0957-73-9591　FAX：0957-73-9592

会社の沿革

洸陽電機エンジニアリングを創業 
有限会社洸陽電機へ法人化
株式会社洸陽電機へ組織変更
デマンドコントロールシステムで特許取得
東京支店開設
「エネルギー管理システム導入促進事業費補助金(BEMS)」
に係るBEMSアグリゲータとして採択される
関西電力㈱とBEMSアグリゲータ事業者契約
PPS(特定規模電気事業者)事業者として登録
「スマートマンション導入加速化推進事業費補助金(MEMS)」
に係るMEMSアグリゲータとして採択される
栃木県 那須町高久清水太陽光発電所運転開始
(大型太陽光発電事業第１号)
日本卸電力取引所(JEPX)に加入
「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」
に係るエネマネ事業者として採択される
高圧需要家向け電力販売開始
長崎県 小浜温泉バイナリー発電所運転開始(地熱発電事業第１号)
小売電気事業者として登録
低圧需要家向け電力販売開始
岩手県 松川小水力発電所運転開始(水力発電事業第１号)
岐阜県 飛騨高山しぶきの湯バイオマス発電所運転開始

事 業 所

201710www.koyoelec.com
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E N E R GY  S AV I N G

E N E R GY  C R E AT I O N

E N E R GY  T R A D E

社　是
洸陽電機は「ありがとう」と言ってもらえる仕事をする会社です

経営理念
未来の子どもたちのために より良い地球環境を残します

ミッション
未来のエネルギーのかたちを創造します

事 業 内 容 の ご 紹 介

「神戸開港150年記念事業パートナー」
として協賛しています。

売上高と経常利益の推移
売上高(百万円)
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2017/11
（予定）

「子育てサポート企業」
として、厚生労働大臣
認定のくるみんマーク
を取得しています。

一般財団法人日本情報
経済社会推進協会から、
個人情報の適切な取扱
いを行う事業者としてプ
ライバシーマークの付与
認定を受けています。



エネルギーの総合プロデュース＆エンジニアリング企業

省エネ創エネ 新電力
【エネルギーを賢く使う】【価値あるエネルギーの取引を行う】【再生可能エネルギーを創出】

当社は地域と共同で事業を開発、推進していくことを目指しています。
また、これからの「電力会社」として、エネルギーを創るところから賢く使うところまでのサービスをワンストップで提供し、新たな価値を創造しています。
「エネルギーを創り、届け、賢く使ってもらいたい。そして、エネルギーを通して地域を元気にしたい」
……それが、当社の思いです。

エネルギーの川上から川下までを組合せた独自のシナジーを創出

地域で創った電気を地域内で消費するため
に、当社は、需給管理を含めた総合的な新電
力サービスを行っております。
単に電気を安くするということだけではなく、
デマンドレスポンスやネガワットなどのサービスを提供することも可能です。

新電力

エネルギートレード領域エネルギークリエーション領域

ファイナンスアレンジメント

■ 太陽光発電の自社事業 （2016年12月現在）

■ 京セラ、東京センチュリーリースと共に太陽光発電共同事業の実施
京セラ、東京センチュリーリース、洸陽電機による「KCT洸陽合同会社」の設立
■ 新生銀行・新生信託銀行・洸陽電機 3社共同のメガソーラー事業
株式会社新生銀行及び新生信託銀行株式会社との三社で信託スキームを
活用し、24億円のプロジェクトファイナンスを締結。
■ 宮城県14MW規模のメガソーラー事業
三井住友ファイナンス＆リース株式会社の環境事業向けノンリコースローンを締結し、
34億円を調達。

主な実績

・自社事業
合計56ケ所（施工中・計画中含む）
合計出力：112,827kW

・EPC事業
合計157ケ所（施工中・計画中含む）
合計出力：93,176kW

需給管理（イメージ）

当社では老朽設備の更新による高効率化や、
エネルギーマネジメントシステム（EMS）
「EnergyEyes」を使ってのエネルギーの「見
える化」など、20年以上の実績のある技術と
経験を活かし、電力需要家の省エネソリューションを提供致します。

省エネソリューション

Energy Eyes（BEMSシステム）

バイオマス発電は、木屑や燃えるゴミなどを
燃焼する際の熱を利用して電気を起こす発
電方式です。季節や天候に関係なく、燃料さ
えあれば発電量をコントロールできるため、
再生可能エネルギーの調整電源として活用することができます。当社では『木
質バイオマス』をはじめ、『メタン発酵ガス発電』、『廃棄物発電』などの発電に
取り組むことが可能です。

バイオマス発電

当社は、岩手県八幡平市において松川土地改
良区が管理する施設（後藤川幹線水路）の農
業用水を利用した、小水力発電所の建設に着
手いたしました。FS（事業可能性調査）～EPC
(設計・調達・建設)、O&M(運用と保守)まで、一貫した水力発電のソリューション
が可能です。

水力発電
当社は、長崎県雲仙市小浜町において地熱
バイナリー発電の実績があります。単なる熱
の有効利用でなく、スケール付着に起因する
メンテナンスを低減したシステムを開発し、
既存井の熱を最大限有効に利用することを実現しました。あらゆる温泉地域
で、最適な発電設備を選定することが可能です。
※フラッシュ型の地熱発電に関しても、地域の合意形成の上で、取り組むことが可能です。

地熱発電

現在まで、数十MW展開しております。当社
では、建設～O&Mまで、すべてを一貫して
行っております。
また、面積に対して最高効率で発電するパネ
ルを選定しており、最大限の発電を可能とするシステムを設計しております。

太陽光発電

小浜温泉バイナリー発電所

南あわじ太陽光発電所

エネルギーを通して地域を元気にしたい

エネルギーセービング領域

エンジニアリング

エネルギーセービング領域エネルギークリエーション領域 エネルギートレード領域

熱回収
ソリューション

エネルギーの
見える化

補助金申請
サポート

冷 温 ￥

JEPX　　　　　　
（卸電力取引市場）自社発電設備 再エネ発電事業者

その他発電事業者
（火力発電等）

エネルギーの地産地消＆地域振興の実現
発電所のEPC & O&M
多彩なファイナンスアレンジメント

Point 01

Point02

Point03

電気料金を削減
精度の高い需給管理
幅広い電力の供給エリア
（東北、東京、中部、関西、中国、四国、九州、沖縄）
※沖縄については高圧のみ　※2016年12月現在。

Point 01

Point02

Point03

エネルギーの“見える化”
設備改修で省エネ＆コスト削減
補助事業を総合的にサポート

Point 01

Point02

Point03

電力の調達先

スーパー商業施設 病院 工場

省エネルギーソリューション

協　業電力の供給先

商業施設スーパー 病院 工場 学校 一般家庭など

太陽光発電水力発電地熱発電

スーパー ガス会社など
バイオマス発電 メタン発酵ガス発電

ピーク時のネガワット取引

デマンドレスポンス

域内の電力需給管理

電力融通

ピーク時のネガワット取引

デマンドレスポンス
省エネ設備改修・
運用改善

省エネルギーソリューション

共同出資・地元金融機関
プロジェクトファイナンス

ファイナンスアレンジメント

調査・分析・評価

FS（事業可能性調査）

地元企業との連携

EPC・O&M（建設や運用保守）
地産地消・2次利用
域内消費モデル

地域のグランドデザイン

General Energy System

後藤川幹線水路

■ エネルギーセービング事業において3つの事業者採択を受ける

3つの事業者採択をすべて受けた企業は、全国で4社のみ
(日立製作所・東芝・NTTファシリティーズ・洸陽電機)　※2016年4月現在

   MEMSアグリゲータ エネマネ事業者 BEMSアグリゲータ

岩手県 松川小水力発電所

飛騨高山しぶきの湯バイオマス発電所

■ 地域電力会社「株式会社成田香取エネルギー」を設立。
洸陽電機は２市が共同で公募した「地域電力会社共同出資者選定事業」のプロポーザ
ルにより採択され、共同出資者および共同事業者として事業運営に参画。


