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お客様のニーズに丹念に応えながら、
サービスの充実、地域・社会への貢献を果たし、
更なる成長を目指してまいります。

私たちは1950年にエネルギー事業からスタート。
以来、常にみなさまの暮らしに寄り添い、快適な生活をサポートする商品やサービスを提供しています。
私たちが目指しているのは、
お客様の暮らしを総合的にかつきめ細かにサポートするTLC（トータルライフコンシェルジュ）構想です。
お客様の暮らしに関わるあらゆるサービスを総合的に提供することで、
お客様の豊かな生活に貢献してまいります。

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
TOKAIグループは、1950年の創業以来、LPガス、都市ガス、インターネット、モバイル、CATV、

エネルギー

アクア(宅配水)、建築設備不動産、総合リフォーム、セキュリティ、保険、ブライダル、介護等、人々の
生活や社会インフラに係る多種多様なサービスを提供しています。
これらのサービスの広がりの背 景には、お客 様のあらゆるニーズに応え、一 心にお客 様の喜びや
満足度を高めたいと考える企業文化があります。現在、320万件のお客様に弊社グループの様々な

通信

ガス（LPガス・都市ガス）、

ISP、モバイル、データセンター、

and more.

CATV、and more.

電気、太陽光発電、

ネットワーク、システム開発、

サービスをご利用いただいておりますが、いずれのサービスも、1件1件のお客様に支えられ、その
ニーズに丹 念に応えていくという姿 勢がT O K A Iグループの原 動力となっています。この姿 勢を
大切にし、
お客様や地域の皆様のより快適な生活を求め、既存事業の更なる成長、並びに新規事業の
開拓を実現してまいります。
更には、新たな時代に向け、SDGsやカーボンニュートラル、DX等の社会的要請にも率先して応えて
まいります。2 0 2 1 年 1 2月に「 サステナビリティ宣 言 」を公 表し、
「 脱 炭 素とクリーンエネルギー」
「スマート社会の実現」
「 暮らしの基盤づくり」
「 地域共存と社会貢献」
「 働きがい、やりがいの高い
職場環境」
「ガバナンス」の6つをマテリアリティ
（重要課題）
として定めました。社会・地域への貢献を
果たしながら、サステナブルに成長し続ける企業グループを目指してまいります。
私たちの事業活動は、お客様をはじめ、株主、投資家、地域社会など多くのステークホルダーの皆様の
ご支援をいただいて成り立っています。皆様からの信頼とご期待にお応えできるよう尽力してまいり

ファシリティ

ヘルスケア

総合建設業（建築・

宅配水、介護、

土木・設備・電気工事）
、

and more.

リフォーム、不動産、
賃貸、and more.

セキュリティ

セキュリティ、保険、
and more.

ホスピタリティ
ブライダル、レストラン、

食材宅配、シェアサイクル、
観光遊覧船、
and more.

ますので、引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

小栗 勝男

グループ 間 の 統 合シナジー 創 出を目 的としたT L C 会 員サービス
TOKAIグループが提供するサービスのご利用に応じて
「TLC」ポイントを付与。貯まったポイントはサービスの利用
料金の支払いに使えることはもちろん、WAONなどの電子マネーや多彩な商品との交換も可能です。今後さらに
スケールメリットを高め、新たなシナジー効果を生みだし、
お客様の快適生活をサポートしていきます。
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ガス事業を起点に、お客様のニーズを掴み、

TOKAIグループは、常に人々の生活に欠かせないサービスを充実させ、多角的に事業を展開。

生活に密 着したサービスを次々と広げています。

これからも時 代に即した商 品・サービスを積 極 的に提 供し、
『Total Life Concierge』の実現、

暮らしに求められるニーズをカタチにすることで、社会課題に対応してきました。
更にはお客様の新しいライフスタイルを提案する
『Life Design Group』への進化を目指します。

広がる事 業分野
創業期

拡大期

1950

1960

1970

1980

1990

顧客数

2000

100万件達成

1972
1970
1959
1950
住宅関連

ブライダル

保険

2011
2007

宅配水

セキュリティ

2020
2001

1988
1985

が、情報通信事業進出の契機となる。

Sler

システム開発

土木工事

ケーブル
テレビ

電気工事

2021

シェアサイクル

2001

データセンター

320万件

2021

1996

配送センターシステムを開発したこと

介護

メガソーラー

電気

2006

1983

顧客数

2014

（設備販売・
建築・リフォーム）

大型コンピューターを利用したLPガス

300万件達成
2016

1973
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顧客数

2019

1984

都市ガス

200万件達成

2020

東海瓦斯（株）
（現在の（株）TOKAI）が
東証一部に株式上場

焼津瓦斯（株）
（後の東海瓦斯（株））
として創立

LPガス

顧客数

1987

1950

現在

2010

インターネット

通信
ネットワーク

ADSL/FTTH

観光遊覧船

食材 宅 配

モバイル

2011

（株）TOKAIホールディングス設立

2012

2022

東証プライム市場に移行

TLC会員サービスを開始
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TO KA Iグループは、

TOKAIグループは、
これまでもSDGs（ 持続可能な開発目標）、

持続可能な社 会の実 現に向けて貢 献します。

さらに持続可能な社会の実現に向けて、私たちがすべきことを明確にする

ESG（環境・社会・ガバナンス）
に積極的に取り組んできましたが、
「サステナビリティ宣言」
を策定しました。

マテリアリティ
TO K A Iグループ「サステナビリティ宣言」
〜 暮らしを支える「安心・安全」
「便利・快適」
「喜び・生きがい」を未来へ 〜
私たちは暮らしを総合的に支える企業体として、地球環境をはじめとする社会課題の解決に
主体的に関わりながら、すべての人々が「安心・安全」
「 便利・快適」
「 喜び・生きがい」
を実感でき、
次世代が夢を持って成長できる社会の実現に貢献しつつ、
自らの企業価値の向上を目指します。

●

PICK UP! TOKAI GROUP’s Sustainability
CO２排出量削減

地球温暖化対策として、環境に配慮したエネルギー機器の普及を一層推

進。事業活動においては、PPAモデルを活用した太陽光発電システムの販売

重 要 課 題

住みつづけられる住環境の提供

TOK AIグループが提供するOTSハウスでは、雨水、太陽光を活用した一歩
を続けていきます。

働きやすい職場づくり

従業員の健康増進を積極的に支援した健康経営の取り組みが高く評価さ
れ、経済産業省と東京証券取引所が実施する「健康経営銘柄2022」に選定
されました。今後も健康増進の支援及び、柔軟な働き方の実現に積極的に
取り組んでいきます。
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貢献しつつ、企業価値向上に努めていきます。

1

脱炭素とクリーンエネルギー

2

スマート社会の実現

3

取組課題

❶ CO２排出量削減

❷ クリーンエネルギーの普及
❸ 資源の循環再利用促進

❹ デジタルワークプレイスの整備

❺ デジタルマーケティングの高度化
❻ オープンイノベーションの創出

暮らしの基盤づくり

❼ ガス•アクアの安定調達、安定供給

❽ 海外でのエネルギー需要への対応
❾ 情報通信網の最適化

❿ 住みつづけられる住環境の提供

⓫ プライバシーとデータセキュリティの保護

4

進んだサステナブルな住まいを提 案。自給自足タイプの住宅の普及に努

め、人と地 球の理想的な未 来づくりに貢献し、社会に必要な機能の開発

これらの課題に対する取り組みを通じて次世代が夢を持って成長できる社会の実現に

マテリアリティ

のほか、2021年度には証書・クレジットを活用し二酸化炭素排出量を実質
ゼロとするカーボンニュートラルガスの取扱いを開始しました。

サステナビリティ基本方針に基づき、６つのマテリアリティ（重要課題）を特定しました。

5
6

地域共存と社会貢献

⓬ 地域社会との対話と発展への貢献
⓭ 社会貢献活動

働きがい、
やりがいの高い職場環境

⓮ 働きやすい職場づくり

ガバナンス

⓱ コーポレートガバナンス/グループガバナンス強化

⓯ ダイバーシティ＆インクルージョンと機会均等
⓰ 人財育成

⓲ コンプライアンス厳守/リスクマネジメント/腐敗防止等

⓳ 人権、
環境保護などに基づいた倫理的な調達・開示の実施
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エネルギー

エネルギー

安定供給と安 全を追 求した

■ 電気

エネルギーインフラ事 業を国内外に展 開 。

等と提携し、
「 電気」をサービスラインナップに加えました。
「 電気」を多彩な生活

2016年4月の電力小売全面自由化を機に、東京電力エナジーパートナー株式会社

インフラサービスと組 み合 わ せることでお客 様の選 択 肢 を広 げ、利 便 性の高い

サービスを実現しています。
これからも当グループが培ってきたノウハウを基盤に、
お客 様の暮らしを快 適にするサービスを総 合 的に充 実させながら、きめ細かに

■ LPガス

■ 産業用ガス

までをエリアに1都17県で71万件のお客様にご利用いただいて

供給力・技術力・保安体制を整え、多くの企業様から信頼

L Pガス事 業では 常に安 定 供 給と安 全を追 求し、東 北から九 州

います。日本で培ったノウハウを活用して、ミャンマー、ベトナム

でも事業を展開しています。
■ 都市ガス

都市ガス事業は、1950年に静岡県焼津市でスタート。現在、静岡

県の焼津市・藤枝市・島田市、群馬県下仁田町、秋田県にかほ市
等をエリアに合計7万件のお客様に供給しています。2019年には

東京電力エナジーパートナー株式会社との共同出資によりT&T

エナジー株 式 会 社を設 立し、中 京 圏での都 市 ガス小 売 事 業 へ
参入しました。

07 TOKAI Holdings Corporation

LPガス・LNG・各種一般高圧ガスについても安定した
を得ています。

サポートしていきます。

再生可能エネルギーをはじめとするカーボンニュートラルへの取組

2 0 1 4 年からメガソーラー 事 業に参 入 。現 在 6か所の太 陽 光 発 電 所を
開設し、合計10.3メガワットの発電を行っています。また、住宅用太陽光
発電システムも幅広く販売・設置してきました。

さらに、2 0 2 1 年 Jクレジット制 度を利 用した自 治 体・公 共 施 設 向 けの
カーボンニュートラルガスの販売を開始。2022年からは法人のお客様

へ販売を拡大し、普及に取り組んでいます。今後もカーボンニュートラル
へ積極的に取り組み、お客様の快適な暮らしを支える総 合エネルギー

事業者として、社会課題の解決に貢献していきます。
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通信

通信

￨ 個人のお客様向け

￨ 法人のお客様向け

もっと便利に、快 適に。

多彩にビジネスをサポートする

ICTを生 活インフラとして皆 様に提 供 。

トータルソリューションを実現。

■ ISP

■ データセンター

ISP（インターネットサービスプロバイダ）として、全国をエリアとする「@T COM（アットティー

コム）」、静岡県をエリアとする
「TNC」
の2ブランドでサービスを提供しています。2015年からはＮＴＴ
の光回線の卸提供を受けて自社光サービスを開始し、充実したオプションサービスと合わせ安心

@T COM
（アットティーコム）

かつ快適な通信サービスを展開しています。

2006年にソフトバンクの代理店としてモバイル事業を開始、2017年からは代理店事業に加え、
開始し、
ソフトバンク携帯電話・LIBMO・スマートフォン修理サービスを取り扱うコラボショップと

して販売拠点を拡大しました。対面販売・サポートにより、お客様のニーズに即したサービスを提供

TOKAIネットワーククラブ
TOKAI Network Club
（TNC）

しています。今後もブロードバンド回線とモバイル回線を提供する総合通信サービス企業として
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2013年、台湾のSYSCOMグループと台北市

に合弁会社「雲碼股份有限公司」
を設立し、

アジア市場向けサービスを展開しています。

自社光ファイバーネットワークを基盤に、高品質のインターネット

AWSの設計から監視運用を含む全行程にも

接 続や拠 点 間 通 信 サービス、大 手パブリッククラウドとの 接 続

サービスを提供しています。
■ システム開発

業種・分野に対してコンサルティングからシステムの構築・運用・
LIB M O（リブモ）

情報通信事業の海外展開

■ ネットワーク

約700名の技術者を擁し、外食産業や医療、公共事業など様々な

サービスの拡充と向上に取り組んでいきます。

※MVNO
（Mobile Virtual Network Operator）
：携帯電話などの通信無線インフラを他社から借り受けてサービスを提供している事業者のこと。

提供しています。

北関東から西日本に至るエリアで、敷設総距離約11,000kmに及ぶ

■ モバイル

MVNO ※として格安モバイル
「LIBMO」
を提供しています。2019年にはスマートフォン修理サービスを

自社保有の複数データセンターを拠点に、メールシステム、バック

アップ、クラウドプラットフォームなどのアウトソーシングサービスを

保守に至るまでトータルソリューションを実現しています。

また、アマゾンが提供するクラウドサービス
対応し、2021年から中国の日本企業現地法
人向けにAWS利用をサポートする
「AWS中国

リージョン対応ソリューション」
を提供していま
す。今後も国内にとどまらず、海外の市場向

けに情報通信サービスを展開していきます。
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通信

ファシリティ

￨ CATV

地域密着のサービス展 開により

総合建設事業者として

地域社会へ貢 献 。

着実に実績を築く。

■ 放送・通信

■ 建築、土木、不動産、賃貸、電気工事

静岡県・東京都・神奈川県・千葉県・長野県・岡山県・宮城県の

グループが取り組んできた多角的な事業展開の中で培った技術力やユーザーと

1都6県で放送サービス・通信サービス（インターネット接続

行政との連携強化

放送やデジタル多チャンネル放送をご利用いただいている

ネルで地域情報や防災情報を発信。地域BWA（発信

を構築し、関東・中京圏への事業拡大も進めています。

ネットワークによる安定したインターネットサービス・光電話

て、
災害時における避難所のネットワーク環境や観光

■ 設備機器、設備工事、
リフォーム、
ビジネス機器

自社のCATVネットワークを利用し、
必要な情報を提供

工事・リフォーム・ビジネス機器等にも拡大。オフィスビル・大型店舗・公共施設など

サービス）を提供しています。放送サービスでは、
４K8K衛星

お客様は89万件。通信サービスでは、主に自社光ファイバー
サービスを提供し、
34万件のお客様にご利用いただいています。

地元行政と連携し、自主制作のコミュニティーチャン
地域広帯域移動無線アクセス）
を活用しています。
そし
客向けの無線LAN環境を整備しています。
災害時には

できるよう緊急放送の発信体制を整えています。

今後も放送や通信を通じてお客様の情報ニーズに

応えると共に、地域の皆様が安心・安全に暮らせる
街づくりに貢献していきます。
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の信頼関係をベースに、商業店舗、医療施設や官庁物件など大型建築の設計・
施工を行っています。また、M&Aにより建築事業の主要工事を網羅した施工体制

※1：リフォーム産業新聞2021年12月27日号より

※2：施設所有者が提供する敷地や屋根などのスペースに、
太陽光発電設備の所有・管理を行うPPA事業者が太陽

光発電システムを初期費用不要で設置。
それにより発電

された電力を施設所有者が消費し、使用した電気料金
をPPA事業者に支払うシステム

1976年に
「水周り機器の販売」を目的にスタートした事業が、今では関連する設備
における主要設備3工事
（空調、
給排水、
電気）の総合提案も推進しています。

2012年から本格的に開始したリフォーム事業は順調に業績を重ね、
リフォーム売上
高ランキングにおいて静岡県下No.１※1に。
今後は一般住宅向けPPAモデル※2
「TOKAI

ZERO SOLAR」
を推進することで、
カーボンニュートラルへの対応も進めていきます。
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ヘルスケア

ヘルスケア

おいしくて安 全 安 心な水を、

健康で、豊かな生活を送るための

広く、全国へ。

サービスを展開。

■ 宅配水

■ 介護

宅配水事業は、2007年より静岡県でサービスを開始。リターナブルボトル

サービス
「おいしい水の宅配便」
、
全国向けのワンウェイボトルサービス
「おいしい
水の贈りもの うるのん」、2つのサービスを合わせて16万件のお客様にご愛飲

いただいています。

商品となる水は、富士山の雄大なフィルターにより長い時間をかけて磨き

安全へのこだわり

生産体制においては、食品安全管

理規格であるJFS-B規格の適合証

明を取得した工場で生産。微生物
検査や理化学検査も定期的に行

上げられた天然水。
モンドセレクション最高金賞、ITI国際優秀味覚コンテストで

い、放射性物質検査結果を毎月公

2012年には中国・上海に現地法人「拓開（上海）商貿有限公司」を設立し、

と、安全安心なお水を皆様のご家

三ツ星を獲得する等、審査機関から味と品質が認められています。
「富士思源」
の商品名で販売しています。

おいしい

表するなど、徹底した衛生管理のも

日本が超高齢化社会へと進む中、社会情勢に対応し地域社会

への貢献を担う事業として、2011年介護事業に参入しました。

静岡市内にデイサービス、
ショートステイ、介護付有料老人ホーム
計8施設、岐阜県の下呂市と中津川市にサービス付き高齢者向け

住 宅・デイサービス等を行う複 合 施 設 、リハビリ特 化 型デイ

サービス計3施設を運営しています。設備の充実だけでなく高齢
者が尊厳を持って豊かに暮らせる社会の実現を目指します。

庭にお届けしています。

の宅配便

セキュリティ

毎日の暮らしを守り、
富士山プラント

未来の安心をサポート。
■ セキュリティ

LPガスの緊急保安体制で培ったノウハウを活用し、セキュリティ

サービスを展開。高齢者向けの見守りサービスや、工場・店舗・
オフィス向けの入退出管理システムや防犯カメラなど、あらゆる

お客様のご要望にお応えしています。
■ 保険

生命保険代理店、損害保険代理店を運営しており、現在8万件

の契約数を有しています。
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ホスピタリティ

その他

日常の生活に寄り添い、
「あるとうれしい」を事 業というカタチに。
■ ブライダル、
レストラン

JR静岡駅前のランドマーク「葵タワー」にて、結婚式場・宴会場・レストランを
運営。上層階からは富士山と駿河湾を一望できる贅沢なロケーション、そして
最高のおもてなしで驚きと感動を

プロデュースします。

■ 食材宅配

外出が不自由な高齢者や忙しい共働き世帯など、日々の買い物が生活課題と

なっている生活者のために、2021年より宅配するサービス
「宅配の天使」を開始。

地元の新鮮な食材などを静岡県焼津市、藤枝市、

会社概要
商号

株式会社 TOKAIホールディングス

設立

2011年4月1日

所在地

本社

東京本社

〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8

〒105-0022 東京都港区海岸1-9-1浜離宮インターシティ

資本金

140億円（2022年3月期）

従業員数

グループ連結 4,407名

事業内容

エネルギー事業、情報通信事業等を行う子会社等の

証券コード

3167

上場証券取引所

東京証券取引所 プライム市場

単体 83名（2022年3月末現在（契約社員を除く））

経営管理及びそれに付帯又は関連する業務

島田市に限定してお届けしています。
■シェアサイクル

既存交通機関の補完及び交通課題の解決、回遊性向上による地域活性化に資

する新たな公共交通インフラとしてシェアサイクルサービス
「PULCLE（パルクル）」
を静岡市との官民連携事業として

2020年6月よりサービス開始しました。

■ 観光遊覧船

静岡市が取り組む
「静岡都心」に新たな価値を加える歴史

資源を活かした「歴史文化の拠点作り」に資する事業とし

て、駿 府 城 公 園を取り囲む中 堀を遊 覧する観 光 船 事 業

「葵舟」の運航受託を担い地域振興及び地域経済の活性化
に貢献していきます。
■ 船舶修繕

国内トップクラスの漁獲水揚高を誇る
「漁業のまち」焼津市

には、多くの船舶が停留。地場産業を支えるために、幅広い

役員一覧
取締役

代表取締役社長（CEO）

小栗 勝男

取締役（社外）

曽根 正弘

代表取締役常務執行役員

中村 俊則

取締役（社外）

河島 伸子

代表取締役常務執行役員
取締役

取締役（非常勤）
取締役（非常勤）

監査役

常勤監査役

監査役（社外）

山田 潤一
鴇田 勝彦

取締役（社外）

後藤 正博

福田 安広
鈴木 光速
村田 孝文
立石 健二

監査役（社外）
監査役（社外）

雨貝 二郎
伊東 義雄

船舶の修繕を行っています。
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数 字 でみるT O K A Iグ ル ープ
（億円）
2,500

売上高

2,000

1,960

1,967

2,107

1,500

2021

億円

1,967 億 円
2019 1,960 億 円

1,000

2020

500
0

2,107

2019

2020

グループ
拠点数

163

従業員数

連結
単体

拠点

2021

（2022年6月末）

（億円）
200

142

152

158

158

2021

100

億円

152 億 円
2019 142 億 円

2020

50

2019

2020

2021

100

82

88

90

60

2020

20
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当期
純 利益

2021

40

0

グループ会社一覧

83 名

（2022年3月末）

41.5

歳

グループ
平均 年齢
（2022年3月末）

2019
2019

2020

2021

90

株式会社TOKAI

株式会社TOKAIコミュニケーションズ
東海ガス株式会社

株式会社TOKAIケーブルネットワーク

株式会社TOKAIベンチャーキャピタル＆インキュベーション
有限会社大須賀ガスサービス

株式会社サイズ

株式会社エナジーライン

株式会社アムズ・ユニティー

88
82

億円
億円

にかほガス株式会社

47

社

株式会社テレビ津山
仙台CATV株式会社

株式会社アムズ・ブレーン

株式会社ネットテクノロジー静岡

株式会社クエリ

東海造船運輸株式会社

株式会社いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ

トーカイシティサービス株式会社

中央電機工事株式会社

エルシーブイ株式会社

株式会社テンダー

株式会社マルコオ・ポーロ化工

株式会社トコちゃんねる静岡

日産工業株式会社

億円

グループ数

株式会社TOKAIホールディングス

株式会社ジョイネット

（億円）

80

名

営業利益

150

0

4, 407

東海非破壊検査株式会社
株式会社イノウエテクニカ
株式会社ウッドリサイクル

厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社
株式会社倉敷ケーブルテレビ
東京ベイネットワーク株式会社

TOKAIライフプラス株式会社

株式会社TOKAIマネジメントサービス
拓開
（上海）
商貿有限公司

TOKAI MYANMAR COMPANY LIMITED

その他連結子会社1社、持分法適用関連会社10社 （2022年6月末）
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