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2017 年 5 月 1 日 

各 位 
会 社 名 株 式 会 社 タ ケ エ イ 

代表者名 代表取締役社長 山口 仁司 

 （コード： 2151 東証第１部） 

問合せ先 取締役常務執行役員 柳澤 茂 

 （TEL 03-6361-6871） 

 

バイオマス発電事業会社に対する東北４生協の資本参加について 

 

当社が主に東北地域において事業展開しております木質バイオマス発電事業に、コープ東北サン

ネット事業連合加盟の４生活協同組合（コープあおもり、青森県民生協、いわて生協、みやぎ生協）が

資本参加することになりましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 資本参加の概要・意義 

 

生活協同組合（以下、「生協」）は、1990年代から地球温暖化防止のための活動に取り組み、

環境活動を通じて持続可能な社会づくりを目指しています。再生可能エネルギーの普及・電力

事業の取り組みのほか、商品を通じた活動や事業からの廃棄物削減などを通して環境負荷の低

減を進めています。 

今後はさらに各生協が組合員向けの電力小売り参入を積極的に進めていく予定で、その際の電源

として再生可能エネルギーで創出された電力（FIT電源）を優先的に使用することを目指し、なかでも

各地区内産材の燃料を主体とした木質バイオマス発電由来の電気についてより強い関心を示してお

ります。 

 

こうした中、このたびタケエイグループは、再生可能エネルギーの普及拡大を目指す生協との連携

をより深めることを目的として、地元に根付いたコープ東北サンネット事業連合加盟の４生協からの出

資を受け入れることにいたしました。 

 

今後、タケエイグループと各生協は、以下の具体的事項について検討を進めるとともに、将来にわ

たる戦略的パートナーシップを構築してまいります。 

 

(1) 再生可能エネルギー、ことに地元産材を主燃料とした木質バイオマス発電事業によって創出さ

れた電力の付加価値ある活用方法について共同で取り組み、具体的に推進してまいります（生

協各施設への電気の供給、生協組合員への電気の供給など）。 

(2) 組合員の発電施設見学や啓蒙学習を通じて、再生可能エネルギー及び森林の保全活動につ

いての理解を深めてまいります。 

(3) 将来的には、これまでバイオマス発電施設において有効活用されてこなかった廃熱・ＣＯ2を利

用して生産された野菜を、地域の組合員に供給することも検討してまいります。 
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2. 資本参加の内容 及びタケエイグループ各電力子会社の概要 

 

タケエイグループが東北地域において事業展開する「株式会社津軽バイオマスエナジー」「株式会

社花巻バイオマスエナジー」「秋田グリーン電力株式会社（事業準備中）」の３社に対し、各生協は、

2017年4月28日付で以下のとおり出資を行ないました。 

 

なお、前３発電会社同様、現在開業に向け準備を進めております「株式会社横須賀バイオマスエナ

ジー」及び「株式会社田村バイオマスエナジー」の資本参加に関しましても、当該生協と協議を進めて

おります。 

 

(1) 株式会社津軽バイオマスエナジー 

名称 株式会社津軽バイオマスエナジー 

本社・発電所 

所在地 

青森県平川市中佐渡下石田35-1 

代表者 奈良 進 

事業内容 木質バイオマス発電事業 

設立 2013年 4月 

稼働時期 2015年12月 

資本金及び 

株主構成 

（増資前） 

300百万円 

株式会社T・Vエナジーホールディングス 

（株式会社タケエイ70.0％、 

 ヴェオリア・ジャパン株式会社30.0％出資） 

津軽バイオチップ株式会社 

青森県平川市 

 

260 百万円  （86.7％） 

 

 

 30 百万円  （10.0％） 

 10 百万円   （3.3％） 

資本金及び 

株主構成 

（資本参加/ 

増資後） 

 

 

315百万円 

株式会社T・Vエナジーホールディングス 

津軽バイオチップ株式会社 

青森県平川市 

みやぎ生活協同組合 

青森県民生活協同組合 

生活協同組合コープあおもり 

 

260百万円   （82.5％） 

 30百万円   （ 9.5％） 

 10百万円   （ 3.2％） 

 13百万円  （ 4.1％） 

  1百万円  （ 0.3％） 

  1百万円  （ 0.3％） 

※2013年3月13日、2014年4月2日、2015年12月7日、2016年11月17日付 リリース参照 
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(2) 株式会社花巻バイオマスエナジー 

名称 株式会社花巻バイオマスエナジー 

本社・発電所 

所在地 

岩手県花巻市大畑第9地割92-24 

代表者 森井 敏夫 

事業内容 木質バイオマス発電事業 

設立 2014年10月 

稼働時期 2017年 2月 

資本金及び 

株主構成 

（増資前） 

300百万円 

株式会社T・Vエナジーホールディングス 

花巻バイオチップ株式会社 

岩手県花巻市 

興和林業株式会社（岩手県一関市） 

 

260 百万円  （86.7％） 

 20 百万円   （6.7％） 

 10 百万円   （3.3％） 

 10 百万円   （3.3％） 

資本金及び 

株主構成 

（資本参加/ 

増資後） 

 

 

315百万円 

株式会社T・Vエナジーホールディングス 

花巻バイオチップ株式会社 

岩手県花巻市 

興和林業株式会社 

みやぎ生活協同組合 

いわて生活協同組合 

 

260 百万円  （82.5％） 

 20 百万円   （6.4％） 

 10 百万円   （3.2％） 

 10 百万円   （3.2％） 

  7.5百万円 （2.4％） 

  7.5百万円 （2.4％） 

※2014年10月14日、2015年3月30日、2017年2月2日、3月23日付 リリース参照 

 

(3) 秋田グリーン電力株式会社 

名称 秋田グリーン電力株式会社 

本社所在地 秋田県大仙市協和稲沢字台林16-1 

事業予定地 秋田県大仙市協和稲沢字台林16-1他4筆 

代表者 輿石 浩 

事業内容 木質バイオマス発電事業  ※FIT認定取得済み 

設立 2016年4月 

稼働時期 2019年春頃 (予定) 

資本金及び 

株主構成 

（増資前） 

10百万円 

株式会社タケエイ 

株式会社門脇木材 

 

  9 百万円   (90.0%) 

  1百万円   (10.0%） 

資本金及び 

株主構成 

（資本参加/ 

増資後） 

 

 

280百万円 

株式会社タケエイ 

ヴェオリア・ジャパン株式会社 

株式会社門脇木材 

株式会社サイサン 

みやぎ生活協同組合 

 

205百万円   （73.2%） 

 30百万円   （10.7%） 

 10百万円   （ 3.6%） 

 20百万円   （ 7.1%） 

 15百万円  （ 5.4%） 

※2016年11月17日、12月15日、2017年3月30日付 リリース参照 
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3. 各生協（資本提携の相手先）の概要 

 

(1) みやぎ生活協同組合      （2016年3月20日現在） 

名称 みやぎ生活協同組合 

本部 宮城県仙台市泉区八乙女4-2-2 

代表者 宮本 弘 

出資金 25,524百万円 

組合員数 708,361人 （宮城県内世帯加入率 72.9%） 

事業高 105,077百万円 

事業エリア 宮城県全域 （48店舗） 

 

(2) 青森県民生活協同組合     （2016年3月20日現在） 

名称 青森県民生活協同組合 

本部 青森県青森市浜館3-7-7 

代表者 平野了三 

出資金 650百万円 

組合員数 91,976人 

事業高 15,434百万円 

事業エリア 青森県全域 （12店舗） 

 

(3) 生活協同組合コープあおもり     （2016年3月20日現在） 

名称 生活協同組合コープあおもり 

本部 青森県青森市柳川2-4-22 

代表者 小池 伸二 

出資金 3,130百万円 

組合員数 147,084人 

事業高 13,806百万円 

事業エリア 青森県全域 （6店舗） 

 

(4) いわて生活協同組合      （2016年3月20日現在） 

名称 いわて生活協同組合 

本部 岩手県滝沢市土沢220-3 

代表者 飯塚 明彦 

出資金 8,258百万円 

組合員数 233,208人 （岩手県内世帯加入率45％） 

供給高 38,625百万円 

事業エリア 岩手県全域 （14店舗） 

 

4. 今後の見通し 

 

本件による連結業績への影響は軽微です。 

以上 


