
長期事業計画株式会社北杜星
　この会社は、市民が出資して太陽光発電などの自然エネルギーに投資する会社です。設
立直後は、会社の株主は山梨自然エネルギー発電 ( 株 ) と代表の大友になっています。今後、
皆様に株を販売して市民出資の会社に生まれ変わります。なぜそのような方法を取るのか
と言いますと、会社を設立する手法の都合からです。いきなり市民が出資して会社を作る
ことは困難だからです。
　次に北杜星の命名の由来について説明します。星空の美しい北杜市の自然環境は、太陽
光発電にも適した環境です。そして星は、１つ１つが宇宙に浮かぶ太陽です。そんなこと
から、北杜市で太陽光発電を行う会社としてその名前を授けました。もう一つの理由は寝
台特急北斗星からの引用です。東京電力に自然エネルギーの電気を供給するために北を目
指して会社を成長させます。そして最終的には北海道に大規模な風力発電所を建設する計
画です。また自社の送電線を津軽海峡に建設することも考えています。まさに北斗星のよ
うに北に向かって進んでいく会社になる予定です。

株式会社北杜星の成長の過程を次頁で３ステージに分けて解説します。

増富太陽光発電所６３ｋＷ　農地の土手（地目原野）にパネルを設置しています。



日照条件に恵まれた山梨県北杜市、韮崎市に太陽光

発電所を建設して事業拡大を行います。

今後増資を行い発電所の建設を進めます。

２０１８年度期末における株主資本は１００００万円。

発電所の規模は約７００ｋＷを目指します。年間売

上高（売電）の目標は約２５００万円です。

第一ステージ・２０１５年～２０１８年

太陽光発電事業拡大期

太陽光発電の売電収入から必要経費を差引いた残りの金額の

約半分を配当する予定です。残りの利益により新たな発電所

を建設して事業拡大を行う予定です。水力発電やバイオマス

の発電所を建設していきます。さらに会社を株式市場に上場

させて資金を得ることも考えています。また、電力小売り事

業へも参入したいと考えています。その際行うのがＭ＆Ａで

す。電力小売り事業を始めから行わず。すでに行っている企

業を買収することにより事業を始めたいと考えています。

第二ステージ・２０１９年～２０２３年

電力小売り事業への参入期（株式市場への上場を目指す）

２０２０年代に入ってからは、太陽光発電などの自然エネルギーの分野は新たな発電所を建

設するよりも既存の発電設備を購入して事業に参入することが主流となっていると考えられ

ます。そして太陽光発電所は株や債券のように市場で活発に売

買されると考えられます。そのような状況下で当社は発電設備

を購入するよりも、新たな太陽光発電設備を建設しては、市場

で販売して利益を上げていきます。その際目標とする地域は東

北地方です。設備認定が行われているにも関わらず、発電所が

建設されていない設備が多くあると考えられるからです。また

風力発電事業に参入することも進めていきます。

第三ステージ・２０２４年～２０３０年

北上による事業拡大と風力発電事業への参入期



82,000 kWh 82,000 kWh 173,000 kWh

5% ％ 5% ％ 5% ％

売電価格 （税込） 売電価格 （税込） 売電価格 （税込）

34.56 円 29.14 円 29.14 円 約25% 約75%

発電開始年目 利益 支出 差引利益

1 9,469,620 ¥3,000,000 ¥6,469,620 ¥1,617,405 ¥4,852,215 ¥2,426,108

2 9,441,797 ¥3,000,000 ¥6,441,797 ¥1,610,449 ¥4,831,348 ¥2,415,674

3 9,413,055 ¥3,000,000 ¥6,413,055 ¥1,603,264 ¥4,809,792 ¥2,404,896

4 9,383,453 ¥3,000,000 ¥6,383,453 ¥1,595,863 ¥4,787,590 ¥2,393,795

5 9,353,044 ¥3,000,000 ¥6,353,044 ¥1,588,261 ¥4,764,783 ¥2,382,392

6 9,321,881 ¥3,000,000 ¥6,321,881 ¥1,580,470 ¥4,741,411 ¥2,370,705

7 9,290,012 ¥3,000,000 ¥6,290,012 ¥1,572,503 ¥4,717,509 ¥2,358,754

8 9,257,484 ¥3,000,000 ¥6,257,484 ¥1,564,371 ¥4,693,113 ¥2,346,557

9 9,224,341 ¥3,000,000 ¥6,224,341 ¥1,556,085 ¥4,668,256 ¥2,334,128

10 9,190,626 ¥3,000,000 ¥6,190,626 ¥1,547,657 ¥4,642,970 ¥2,321,485

11 9,156,378 ¥3,000,000 ¥6,156,378 ¥1,539,094 ¥4,617,283 ¥2,308,642

12 9,121,634 ¥3,000,000 ¥6,121,634 ¥1,530,409 ¥4,591,226 ¥2,295,613

13 9,086,431 ¥3,000,000 ¥6,086,431 ¥1,521,608 ¥4,564,823 ¥2,282,412

14 9,050,803 ¥3,000,000 ¥6,050,803 ¥1,512,701 ¥4,538,102 ¥2,269,051

15 9,014,781 ¥3,000,000 ¥6,014,781 ¥1,503,695 ¥4,511,086 ¥2,255,543

16 8,978,396 ¥3,000,000 ¥5,978,396 ¥1,494,599 ¥4,483,797 ¥2,241,899

17 8,941,678 ¥3,000,000 ¥5,941,678 ¥1,485,419 ¥4,456,258 ¥2,228,129

18 8,904,653 ¥3,000,000 ¥5,904,653 ¥1,476,163 ¥4,428,490 ¥2,214,245

19 8,867,348 ¥3,000,000 ¥5,867,348 ¥1,466,837 ¥4,400,511 ¥2,200,256

20 8,829,787 ¥3,000,000 ¥5,829,787 ¥1,457,447 ¥4,372,341 ¥2,186,170

合計 183,297,202 ¥60,000,000 ¥123,297,202 ¥30,824,301 ¥92,472,902 ¥46,236,451

配当見込み金（純
利益の50%）

法人税消費税 当期純利益

2,338,741 2,009,675 4,481,371

2,382,327 2,045,078 4,550,991

2,371,500 2,036,313 4,533,865

2,403,807 2,062,405 4,584,591

2,393,098

48,782,225 41,803,242 92,711,735

2,360,623 2,027,487 4,516,543

2,349,702 2,018,606 4,499,040

2,435,496 2,087,785 4,633,096

2,053,778 4,567,905

2,425,013 2,079,415 4,617,206

2,414,448 2,070,953 4,601,031

2,456,185 2,104,215 4,663,941

2,445,890 2,096,054 4,648,682

2,476,449 2,120,177 4,693,386

2,466,375 2,112,259 4,678,851

2,496,215 2,135,597 4,721,233

2,486,399 2,127,959 4,707,523

2,515,402 2,150,395 4,747,259

2,505,886 2,143,079 4,734,488

差引利益

2,533,920 2,164,480 4,771,220

2,524,750 2,157,533 4,759,514

株式会社 北杜星の初年度投資金に対する収益予想

設備投資資金全額株式でまかなう場合の配当利回りは約５％です。

当社収支予測

見込み発電電力量 見込み発電電力量 見込み発電電力量

発電減少率 発電減少率 発電減少率

増富太陽光発電所
収支予測

白州太陽光発電所
収支予測

日野春太陽光発電
所収支予測

発電事業収入合計 会社運営経費合計

差引利益 差引利益


