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CLP Holding 社との合弁会社設立に関するお知らせ 
 

三菱商事株式会社は、CLP Holding Limited (本社：香港、以下 CLP）との間でアジアにおける

民間発電事業を一層推進するために共同で発電事業の開発、運営を行う新合弁会社「OneEnergy 

Limited」（ワンエナジー リミテッド）の設立に関して合意致しましたので、下記のとおりお知

らせ致します。 

 

1. 合弁会社設立の主旨 

当社は、海外 IPP（独立系民間発電事業者）を中核事業の一つと位置付け、米州を中心に積極

的に業容の拡大を図っておりましたが、今般着実な電力需要の伸びを示しているアジア市場に

おいても、戦略的な取組の強化を図るべく、アジア有数の電力会社である CLP 社と折半出資に

より合弁会社を設立することとなりました。CLP は、CLP グループの持株会社です。CLP グル

ープは、垂直統合された発送配電事業を香港で行っており、オーストラリア、中国、インド、

台湾やタイの電力セクターにも投資を行っています。 

 

2. 合弁会社設立の目的 

新合弁会社「OneEnergy Limited」社は、東南アジアおよび台湾における民間発電事業を合弁の

対象としており、当社の米州を中心とした IPP 実績や対象地域でのネットワーク、および香港

において 100 年以上電力事業を営む CLP 社の技術的知見や実績等を持ち寄り、アジア各国にお

けるパートナーとも密接な関係を保ちつつ、今後積極的に新規発電事業の開発、既存発電資産

の買収を手がけていくこととしております。 

 

 



 

3. 合弁会社の概要 

(1) 商号   OneEnergy Limited（ワンエナジー リミテッド） 

(2) 本店所在地  英領 ケイマン諸島 

(3) 事業内容  東南アジアと台湾における民間発電事業 

(4) 当社の出資比率 50％ （CLP SEA Energy Limited 50％） 

   *CLP SEA Energy 社は、CLP Holdings Limited の 100％子会社です。 

(5) 初期投資額  約 6 億 7 千万米ドル 

   

4.  今後の業績に与える影響 

本件合弁会社の設立に伴う、平成 18 年 3 月期の業績への影響は軽微であり、業績予想の修正

はありません。 

 

添付資料： 英文発表資料及び和文訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Joint CLP and Mitsubishi Media Release  

22 March 2006 （16:15 Hong Kong Time, 17:15 Tokyo Time） 

Mitsubishi Corporation and CLP Holdings Create Regional Power Joint 
Venture 

CLP Holdings Limited of Hong Kong and the Mitsubishi Corporation of Japan today 
announced the formation of a strategic joint venture to combine their expertise and capital 
to serve regional power needs. 

Mitsubishi and CLP will each own equal 50% stakes in the joint venture to be called 
OneEnergy Limited. OneEnergy’s focus will be on the Taiwan and Southeast Asia markets. 
The initial total investments in OneEnergy amount to approximately US$670 million 
(HK$5,228 million). The joint venture will look to expand its business into these markets 
as needs and opportunities arise.   

The Taiwan and Southeast Asian region is experiencing sustained demand growth 
averaging around 6% per year.  Investment will be required from local and regional 
companies as well as from governments and agencies to meet the projected needs for new 
generating capacity.  OneEnergy intends to continue its sponsors’ long tradition of 
cooperating with strong local partners and working with governments.   

Andrew Brandler, Chief Executive Officer of CLP Holdings said “CLP Group is extremely 
happy to be announcing today the formation of OneEnergy with Mitsubishi Corporation.  
Both companies have complimentary skills and strong backgrounds in corporate 
governance.” 

Yoshiaki Katayama, Senior Vice President, Division COO, Power & Electrical System 
Division of Mitsubishi Corporation said “Mitsubishi Corporation is very excited to form 
this strategic new joint venture with CLP Group, and through OneEnergy, Mitsubishi 
Corporation will accelerate its expansion of IPP business in Asian region”.  
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三菱商事株式会社と CLP Holdings Limited の合弁会社設立に関するお知らせ 
＜和文訳＞ 

 

CLP Holdings Limited (本社：香港、以下 CLP）と三菱商事株式会社は、アジアの電

力需要の増加に対応する為、両社の専門性及び資本を持ち寄り、戦略的な合弁会社

を設立することについて合意致しましたので、お知らせ致します。 
 
三菱商事と CLP は、合弁会社「OneEnergy Limited」に 50%ずつ出資します。同合

弁会社の対象地域は、東南アジア及び台湾となります。同合弁会社への初期投資額

は、約 670 百万ドル（5,228 百万香港ドル）で、電力需要と投資機会が増大してい

る合弁対象地域において、発電事業を拡大することを目指しております。 
 
東南アジア及び台湾では、平均年約 6%程度で堅調な電力需要が続いており、新規

発電所の需要に応えるべく、現地企業や現地政府からも新規投資の要請が高まって

います。合弁会社は、今までの三菱商事と CLP の取り組みと同じく、現地パート

ナーや現地政府と協力して新規案件に取り組む方針です。 
 

CLP のアンドリュー・ブランドラーCEO は、「CLP グループは三菱商事と OneEnergy
を設立できて非常に喜ばしいと思っています。両社は、機能面で補完関係にあり、

両社ともに確固たる企業統治を確立している企業です。」との声明を発表していま

す。 
 
三菱商事 重電機本部長 片山善朗執行役員は、「戦略的な新合弁会社を CLP グルー

プとともに設立できて非常に光栄です。この合弁会社を通じて、三菱商事は、アジ

ア地域の IPP ビジネスの拡張を加速していきたいと思います。」との声明を発表し

ています。 
 

 


