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2022 年８月 12 日 

株式会社タケエイ 

 

電力小売事業５社の統合、及び統合会社の 

「株式会社タケエイでんき」への商号変更に関するお知らせ 
 
 

当社は、2022 年９月１日を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社横須賀アーバ

ンウッドパワー（以下、横須賀アーバンウッドパワー）を存続会社とし、同じく連結子会社の株式会

社津軽あっぷるパワー（以下、津軽あっぷるパワー）、株式会社花巻銀河パワー（以下、花巻銀河

パワー）、株式会社大仙こまちパワー（以下、大仙こまちパワー）及び株式会社ふくしま未来パワー

（以下、ふくしま未来パワー）を合併し（以下、本合併）、また横須賀アーバンウッドパワーを株式会

社タケエイでんき（以下、タケエイでんき）へ商号変更いたしますので、下記のとおりお知らせいた

します。なお、本合併は連結子会社間における吸収合併であるため、開示内容を一部省略してお

ります。 

 

記 

 

１. 本合併の目的 

  

本合併は、これまで当社グループで電力小売事業を通して蓄積してきたノウハウを活かして、事

業の一層の発展とお客さまニーズへの対応力の向上、また、統合による業務の改善・効率化・外部

委託業務の内製化によるコスト削減等を目的として、電力小売事業を行う子会社５社について、横

須賀アーバンウッドパワーを存続会社として吸収合併を行うものです。また同時に、存続会社であ

る横須賀アーバンウッドパワーの社名を「タケエイでんき」に変更することといたしました。本合併に

より、当社グループで運営する６発電所合計で約 663,775MWh（一般家庭約 18 万世帯分の年間

消費電力量に相当）となる年間発電量を、「タケエイでんき」を通して一括して取り扱うことが可能と

なります。 

 

今後は、再生可能エネルギーとして発電された電力の利用を希望されるお客さまのニーズにお

応えできるよう、「タケエイでんき」は効率的な販売を推進してまいります。一例として現在、建設現

場から発生した木くずを木質バイオマス発電の燃料として発電し、得られた再生可能エネルギーを

建設現場の電力として総合建設業者、不動産開発業者のお客さまへ供給する、資源・エネルギー

の循環スキーム構築に取り組んでおりますが、これらを一層強化・拡充してまいります。また中長期

的には、電力小売事業の一元管理による採算管理を精緻化し、需給管理業務の効率化、及びノウ

ハウの蓄積による専門的な課題に対して解決力の向上を図ります。 
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また、電力の市場価格の変動リスクについては、当社グループの市原グリーン電力株式会社に

おいて、固形燃料 RPF 等を使って発電している非 FIT 電力分を日本卸電力取引所(JEPX)へ直接

売電することで、市場価格の高騰による影響を緩和するよう努めておりますが、当社グループ内で

RPF を増産・安定供給することで非 FIT 電源をより多く確保し、市場価格変動リスクへの対応力を

さらに強化します。加えて当社グループは、再生可能エネルギー電源の拡充を推進し、自前の電

源(非 FIT 含む)開発にも積極的に取り組み、電力の安定供給を目指すとともに、SBT / CDP / 

RE100 などの国際イニシアチブに対応する非化石証書※１の販売を行うことで、お客さまが再生可

能エネルギー由来の電気をご利用されていることが証明できる取り組みを進め、脱炭素社会の実

現に向けて一層貢献いたします。 

 

※１非化石証書：再生可能エネルギー（非化石）で発電した電力を使うニーズが高まっているものの、通常使って

いる電気が再生可能エネルギー由来かどうか分からないという問題点から設けられた仕組み。再生可能エネ

ルギーで発電している事業者の、発電量に応じて発行された証書を購入することで、当該企業が再生可能

エネルギーを使用したとみなされ、温室効果ガスの排出量を減らしたと証明できる。非化石証書の中でも、政

府によって発電設備に関する属性情報がトラッキング（追跡）された証書を「トラッキング付非化石証書」とい

い、RE100 加盟企業の目標達成手法に活用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラッキング付き非化石証書のフロー図 

 

２. 合併の要旨 

 （１） 合併の日程 

合併契約締結日 2022 年７月１日 

合併予定日（効力発生日） 2022 年９月１日 （予定） 

（注）本合併は連結子会社間における吸収合併であるため、合併契約承認株主総会を

開催しません。 

 （２） 本合併の方式 

      横須賀アーバンウッドパワーを存続会社とする吸収合併方式です。津軽あっぷるパワー、

花巻銀河パワー、大仙こまちパワー及びふくしま未来パワーは、効力発生日をもって解散

https://japancredit.go.jp/case/cdp_sbt_re100/
https://japancredit.go.jp/case/cdp_sbt_re100/
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します。 

 （３） 本合併に係る割当ての内容 

   本合併は、連結子会社間の合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の

割当てはありません。 

 （４） 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

      該当事項はありません。 

 （５） 社名変更  

存続会社である横須賀アーバンウッドパワーは、本合併に伴い、社名を「株式会社タケ 

エイでんき」に変更します。 

①  新商号 （英文表記）  

株式会社タケエイでんき （Takeei Denki Co., Ltd. ） 

②  変更予定日  

2022 年９月１日 

  

３. 合併当時会社の概要（2022 年６月 30 日現在） 

 存続会社 消滅会社 

（１）商号 ㈱横須賀アーバン

ウッドパワー 

㈱津軽あっぷるパ

ワー 

㈱花巻銀河パワー ㈱大仙こまちパワ

ー 

㈱ふくしま未来パ

ワー 

（２）所在地 神奈川県横須賀市

浦郷町五丁目 2931

番地 15 

青森県平川市松

崎西田 41 番地 10 

岩手県花巻市大

畑第 9 地割 92 番

地 24 

秋田県大仙市協

和稲沢字台林 16

番地の 1 

福島県田村市大

越町上大越字後

原 10 番地 66 

（３）代表者 代表取締役社長 

古舘将司 

代表取締役社長 

古舘将司 

（４）事業内容 電力小売事業 電力小売事業 

（５）資本金 10 百万円 30 百万円 30 百万円 10 百万円 10 百万円 

（６）設立年月日 2019 年４月１日 2015 年７月 30 日 2015 年７月 30 日 2018 年８月 17 日 2020 年６月 11 日 

（７）発行済株式数 200 株 1,000 株 1,000 株 200 株 200 株 

（８）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

（９）大株主及び 

持株比率 

株式会社タケエイ

100％ 

株式会社タケエイ 

100％ 

（10）直近事業年度の財政状態及び経営成績（2022 年３月期） 

純資産 △36 百万円※３ 67 百万円 145 百万円 △47 百万円※３ 23 百万円 

総資産 276 百万円 209 百万円 287 百万円 211 百万円 218 百万円 

売上高 910 百万円 698 百万円 741 百万円 833 百万円 724 百万円 

営業利益 △38 百万円 △28 百万円 18 百万円 △55 百万円 21 百万円 

経常利益 △39 百万円 △28 百万円 18 百万円 △56 百万円 21 百万円 

当期純利益 △45 百万円 △28 百万円 12 百万円 △68 百万円 15 百万円 

※３ ９月１日に商号変更する「タケエイでんき」においては、債務超過が解消される予定です。 
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４. 合併後の状況 

（１）商号      株式会社タケエイでんき 

（２）所在地      東京都港区芝公園二丁目４番１号 A-10 階 

（３）代表者      代表取締役社長 古舘将司※４ 

（４）事業内容      電力小売事業 

（５）資本金      10 百万円 

（６）決算期      ３月 31 日 

（７）大株主及び持株比率   株式会社タケエイ 100％ 

※４ 古舘将司は、当社 取締役 常務執行役員 エネルギー事業本部長を兼務しております。 

 

５. 今後の見通し 

 本合併に伴う相乗効果により、中長期的な連結業績の向上に貢献していくものと考えております。 

 

以上 


