
１．１．１．１．    企業集団の状況企業集団の状況企業集団の状況企業集団の状況

（１） 当社及び当社の関係会社の主な事業の内容、当該事業における当社及び当社の関係会社の位置付け
［平成14年3月31日現在の関係会社数：91社（うち子会社70社、関連会社21社）］

  
  当社及び当社の関係会社は、電気事業を中核に、お客さまの生活基盤を支える「総合生活基盤産業」を
めざし、事業展開を進めている。電気事業以外では、当社の保有する通信設備や技術・ノウハウを多面的
に活用し、総合的な情報通信サービスを提供する「情報通信事業」をはじめ、お客さまに最適なエネルギ
ーシステムの提供を行う「総合エネルギー」、お客さまの暮らしに密着したサービスの提供や次世代型の
ビル、住宅の提供などを行う「生活アメニティ」の分野で重点的に事業展開している。また、これらを支
える事業として、電気事業の活動に必要な「資機材の供給」、設備の拡充及び保全のための「工事の施工」、
当社の事業活動の円滑、効率的な遂行に資する「電力周辺関連業務」などがある。

（２） 当社及び当社の関係会社の事業系統図

㈱ケイ・オプティコム ㈱京阪ケーブルテレビジョン
関西ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱関西どっとコム
㈱関西ﾃﾚｺﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 関電情報システム㈱
ラインコム㈱ 他4社

大阪メディアポート㈱ 他3社

堺エル・エヌ・ジー㈱ 関電ｶﾞｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ㈱
関電エネルギー開発㈱

㈱りんくうｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 他6社

関電産業㈱ ㈱クリアパス
㈱関電ｾｷｭﾘﾃｨ･ｵﾌﾞ･ｿｻｲｴﾃｨ かんでんイーハウス㈱
関電不動産㈱ ㈱宇治電ビルディング
関西住宅品質保証㈱ ㈱かんでんジョイライフ

他3社

東光精機㈱（大証2部） 大トー㈱（大証2部）
㈱日本アーム 近畿コンクリート工業㈱
関西変成器工業㈱ 他2社

㈱関西テック 関電興業㈱

※ ㈱きんでん（東証1部、大証1部）

㈱ニュージェック ㈱関西総合環境センター
関西計器工業㈱ 園田計器工業㈱
㈱原子力エンジニアリング 関電ウェルビー㈱
東海電業㈱ 関電サービス㈱
㈱関電製作所 関電化工㈱
㈱関電アメニックス 黒部峡谷鉄道㈱
㈱原子力安全ｼｽﾃﾑ研究所 ㈱かんでんエルハート
関電ビジネスサポート㈱ ㈱エル・クエスト

他5社

日豪ウラン資源開発㈱ 他3社

㈱関電インターナショナル 関電ﾍﾞﾝﾁｬｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱
他13社

日本電子照射サービス㈱ 他1社

情報通信事業情報通信事業情報通信事業情報通信事業

総合エネルギー総合エネルギー総合エネルギー総合エネルギー

生活アメニティ生活アメニティ生活アメニティ生活アメニティ

工事の施工工事の施工工事の施工工事の施工

電力周辺関連業務電力周辺関連業務電力周辺関連業務電力周辺関連業務

その他その他その他その他

電気事業電気事業電気事業電気事業

関西電力㈱関西電力㈱関西電力㈱関西電力㈱

和歌山共同火力㈱
他2社

その他の事業その他の事業その他の事業その他の事業

：連結子会社 ：関連会社

※　印 ：持分法適用会社 （　　）は公開市場名

資機材の供給資機材の供給資機材の供給資機材の供給



（３）関係会社の状況

名　　　　称 住　所 資本金 事   業   内   容
議 決 権 の
所 有 割 合

（連結子会社）
(株)ケイ・オプティコム 大阪市

北　区

百万円
33,000 第一種電気通信事業（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞ

ｽ、PHS ｻｰﾋﾞｽ）、電気通信設備の賃貸
100.0%

(株)京阪ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 大阪府
枚方市

2,418 CATV 事業、第一種電気通信事業（CATV
によるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ）

49.6%
(8.3%
[3.5%

)
]

関西ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ(株) 大阪市
西　区

2,000 第二種電気通信事業（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞ
ｽ）

43.8%
(5.0%
[7.0%

)
]

(株)関西どっとコム 大阪市
中央区

450 第二種電気通信事業（Webサイト運営） 55.0%
(40.0%)

(株)関西ﾃﾚｺﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 大阪市
中央区

200 電気通信・情報処理システムに関する
調査・研究・コンサルティング、第二
種電気通信事業

100.0%
(51.0%)

関電情報システム(株) 兵庫県
西宮市

90 計算業務・ソフトウェア業務の受託、
情報機器の賃貸

100.0%

ラインコム(株) 大阪市
西　区

60 高速配電線搬送技術の企画・調査 51.0%

堺エル・エヌ・ジー(株) 大阪市
北　区

1,000 LNG 基地の建設、LNG の受入・貯蔵・
気化

70.0%

関電ガス・アンド・コージェ
ネレーション(株)

大阪市
北　区

400 ガス販売代理、コージェネシステムの
供給、ESCO事業

90.0%

関電エネルギー開発(株) 大阪市
北　区

200 熱供給事業 100.0%

関電産業(株) 大阪市
北　区

810 不動産の運営管理、事務室の賃貸 100.0%

(株)クリアパス 大阪市
北　区

450 決済サービス事業 100.0%

(株)関電ｾｷｭﾘﾃｨ･ｵﾌﾞ･ｿｻｲｴﾃｨ 大阪市
北　区

400 ホームセキュリティサービス 71.0%

かんでんイーハウス(株) 大阪市
淀川区

300 電化リフォームの請負、電化・住設機
器の販売

100.0%

関電不動産(株) 大阪市
北　区

290 不動産の分譲・賃貸・管理 100.0%
(32.0%)

(株)宇治電ビルディング 大阪市
北　区

250 事務室の賃貸 79.7%
(9.7%)

関西住宅品質保証(株) 大阪市
北　区

200 新築住宅の性能表示及び性能保証・瑕
疵保証

62.5%

(株)かんでんジョイライフ 大阪市
北　区

200 有料老人ホーム等の建設・運営、ヘル
パー養成

100.0%
(5.0%)

東光精機(株) 大阪府
摂津市

519 電気計測機器・計測制御機器の製造・
販売、電気計装工事請負

56.9%
(13.5%)

大トー(株) 大阪府
泉佐野市

500 碍子の製造・販売 46.7%
(22.7%)

(株)日本アーム 大阪市
北　区

412 鋼管柱、架線金物の製造・販売 88.5%
(43.3%)

近畿コンクリート工業(株) 大阪市
北　区

240 コンクリート製品の製造・販売 65.0%
(11.3%)



名　　　　称 住　所 資本金 事   業   内   容
議 決 権 の
所 有 割 合

関西変成器工業(株) 大阪府
豊中市

百万円
20 変成器・電源供給器の製造・販売 40.0%

(20.0%)
(株)関西テック 大阪市

北　区
786 電気工事の請負、燃料油輸送、油再生 69.5%

(23.3%)
関電興業(株) 大阪市

北　区
300 電気工事及び土木建築工事等の請負 100.0%

(株)ニュージェック 大阪市
中央区

200 土木建築工事等の調査・設計・工事監
理

76.0%
(2.0%)

(株)関西総合環境センター 大阪市
中央区

20 環境アセスメント、環境保全調査、環
境緑化

100.0%

関西計器工業(株) 大阪市
北　区

40 電力量計の修理調整及び受検代弁 100.0%

園田計器工業(株) 兵庫県
尼崎市

30 電力量計の修理調整及び受検代弁 100.0%

(株)原子力エンジニアリング 大阪市
西　区

100 原子力発電プラントに関するエンジニ
アリング業務

50.0%

関電ウェルビー(株) 富山県
富山市

90 電気・土木工事等の請負・監理、不動
産の運営管理

100.0%

東海電業(株) 愛知県
名古屋市

75 電気・土木工事等の請負・監理、不動
産の運営管理

100.0%

関電サービス(株) 大阪市
北　区

70 電力営業配電・広報業務受託、電柱広
告

100.0%
(28.6%)

(株)関電製作所 大阪市
西　区

30 自動車の修理・販売・賃貸、機器の賃
貸、廃棄物の収集・運搬・処分

100.0%
(20.0%)

関電化工(株) 大阪市
港　区

30 環境保全施設の運転・保修・建設、廃
棄物の収集・運搬・処分

100.0%

(株)関電アメニックス 大阪市
中央区

10 家電・電力資機材の販売 100.0%

黒部峡谷鉄道(株) 富山県
下新川郡
宇奈月町

250 旅客・貨物輸送 100.0%

(株)原子力安全ｼｽﾃﾑ研究所 福井県
三方郡
美浜町

200 原子力発電の安全技術に関する調査・
研究

100.0%

(株)かんでんエルハート 大阪市
住之江区

200 花卉栽培、花壇保守、印刷、ノベルテ
ィ商品の販売

51.0%

関電ビジネスサポート(株) 大阪市
北　区

10 金銭の貸付 100.0%

(株)エル・クエスト 大阪市
福島区

10 エネルギー使用の合理化技術の開発・
実用化に関する調査研究

50.0%

(株)関電インターナショナル 大阪市
北　区

5,530 海外電気事業に関する投融資・調査 100.0%

関電ﾍﾞﾝﾁｬｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株) 大阪市
北　区

495 ベンチャー企業に対する投融資及びコ
ンサルティング

100.0%
(24.2%)

その他　27社
（持分法適用会社）
(株)きんでん 大阪市

北　区
26,411 電気、情報通信、環境関連工事の請負 41.3%

(5.8%)
(注)議決権の所有割合の(　　)内は、間接所有割合で内数、[　　]内は、緊密な者又は同意している者の所有
割合で外数である。


