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　株式会社新日本コンサルタント （富山市吉作、 市森友明社長） は、 グループ会社として新たにインドネシア共和国に水

力発電開発 ・ エンジニアリング会社である PT. NiX Indonesia Consulting を設立しました。 新規設立した現地法人では、 水

力発電の設計 ・ 土木施設の施工経験の豊富なインドネシア人技術者を 5 名現地採用しています。 海外水力発電事業の体

制を強化し、 クリーンエネルギーである水力発電開発の需要が大きいインドネシアにおいて、 開発中案件の推進の他、 新

規案件の発掘 ・ 技術検討 ・ 施工管理を行っていく計画です。

■PT. NiX Indonesia Consulting についてPT. NiX Indonesia Consulting について

〒930-0142 富山市吉作 910 番地の 1

総合建設コンサルタント、補償コンサルタント、
測量調査業、新エネルギー開発事業■所在地

代表取締役社長　市森友明■代表者

8,000 万円■資本金
単体：23 億 6千万円（2017年 10月期）
グループ：29 億 8千万円（2018年 6月期）

■売上高

昭和 54 年（1979 年）4月■創　業

193名（正社員数169名）■従業員

■主な業務内容

※1　 2018 年は決算期変更に伴う 8カ月決算につき、2017 年 10 月期売上を記載（2018 年 6月期 /18.5 億円）
※2　8カ月決算のグループは、前年の売上高を計上

※1 
※2 

■NiX グループの海外事業の取り組み■NiX グループの海外事業の取り組み
　海外事業としては、 2016 年 11 月に現地パートナーと合弁で PT.Lebong Sukses 

Energi を設立し、 インドネシア ・ スマトラ島での水力発電所 （13,000kW） の開発

を行っています。 2019 年 3 月には、 売電先であるインドネシア国営電力会社

PT. PLN による電力供給業者資格審査を （DPT 審査） 通過し、 今後は、 電力

供給会社として、 PPA （売電契約） 締結に向け、 売電価格、 条件の交渉を行っ

ていく予定です。

　また、 海外事業の統括拠点とする NiX Holdings Singapore Pte.,Ltd も設立しており、 再生可能エネルギーの導入に向け

た FIT 制度がある東南アジア地域への事業展開も視野に入れ、 案件の発掘を行っています。

　人材についても、 日本本社で新卒の外国人エンジニアを定期的に採用しており、 今回設立した PT. NiX Indonesia 

Consulting に所属するインドネシア人技術者も加え、 今後もグループとして更なる海外事業展開を図っていきます。

　水力を中心とした再生可能なエネルギーの電源開発を強化することにより、 当該国の経済成長や持続可能な環境整備

へ寄与したいと考えます。 NiX グループは今後もインフラコンサルティング事業や国内外での再生可能エネルギーの電源

開発を通じ、 【サスティナブルな社会に必要なレジリエントな企業】 を目指し、 地域に不可欠な企業となるよう努力いたし

ます。

社名 PT. NiX Indonesia Consul ng

Menara Jamsostek, North Tower,

 Lt 14 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38

Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710

資本金 50 億ルピア

株式会社　新日本コンサルタント

ニックスニューエネルギー株式会社

取締役社長　芳尾 航

監査役　　　市森 友明

社員数 7名（技術 5名、管理 2名）

海外水力発電事業の開発・技術検討・設計・施工管理

インドネシアにおける橋梁点検ビジネスの構築

住所

出資

役員

事業内容
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■NiX グループの再生可能エネルギーへの取り組み■NiX グループの再生可能エネルギーへの取り組み
　NiX グループが取り組むエネルギーマネジメント事業の発電事業のうち、 インドネシアでの検討中を含む 2 案件が海外

事業となります。

■NiX グループ■NiX グループ
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株式会社セイコー測量

NiX Holdings Singapore Pte.,Ltd

PT. Lebong Sukses Energi

PT. NiX Indonesia Consulting

平沢川⼩⽔⼒発電所株式会社

総合建設コンサルタント

コミュニティディベロップメント事業海外発電事業

国内発電事業

北陸・首都圏・関西

茨城県

横浜市

丸源ラーメン 富山掛尾・金沢横川

東南アジア開発拠点

スマトラケタウン水力発電所　13,000 kW

海外水力発電開発

湯谷川小水力発電所 804kw、NiX 八尾ソーラーパワー 1,260 kW

平沢川小水力発電所　198 kW

種類 発電所 場所 稼働時期等 発電出力

太陽光発電 NiX八尾ソーラーパワー 富山県富山市 2014年10月 1,260 kW

小水力発電 平沢川小水力発電所 石川県金沢市 2015年 5月 198 kW

小水力発電 湯谷川小水力発電所 富山県南砺市 2019年 1月 804 kW

小水力発電 湯涌小水力発電所 石川県金沢市 開発中 140 kW

水力発電 インドネシア スマトラ水力発電所 インドネシア 開発中 13,000 kW

水力発電 インドネシア 新規水力発電所 インドネシア 技術検討中 6,000 kW


