
平成２９年９月１１日 

各位 

 

株式会社 十六銀行 

 

じゅうろく CSR私募債「つながるこころ」の引受けについて 

 

株式会社十六銀行（頭取 村瀬幸雄）は、『じゅうろくＣＳＲ私募債「つながるこころ」』（９月１１日発行）を

引き受けましたので、下記のとおりお知らせします。 

じゅうろくＣＳＲ私募債「つながるこころ」は、当行が私募債発行企業さまから受け取る手数料の一部 

（発行金額の０．２％相当額）を使い、私募債発行企業さまが指定する幼稚園、小学校・中学校・高等学

校・大学等に書籍、スポーツ用品等を寄贈する仕組みとなります。 

当行は、今後とも地域貢献、地方創生に資する活動に積極的に取り組んでまいります。 

 

記 

 

 ９月１１日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：９件、１,０００百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発 行 額 期 間（年） 

寄 贈 先 寄 贈 品 

真丸特殊紙業株式会社 

笹野 周太 江南市般若町南山２８１番地 

包装用資材・産業用資

材の製造・加工・販売 
１００百万円 ７ 

愛知淑徳高等学校 金員 

株式会社Ｆ＆Ｃ 

ホールディングス 

藤巻 秀平 名古屋市東区武平町５丁目１番 

特殊鋼加工・販売 ３００百万円 ３ 

新城市立東郷中学校 冷水器 

立風製陶株式会社 

林 立之 土岐市下石町１４１ 

タイル製造業 １００百万円 ７ 

土岐市立下石小学校 寄贈先にて検討中 

アップウィッシュ 

株式会社 

鳥居 幹男 岡崎市羽根町字陣場３０３番地 

建設業 １００百万円 ３ 

愛知県立岡崎 

特別支援学校 
ボッチャ競技用具等 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



株式会社エムパック 

松原 晶仁 名古屋市西区城西３丁目１６番１０号 

段ボール製造 ５０百万円 ５ 

東邦高等学校 シンバル（楽器） 

スギムラ化学工業 

株式会社 

杉村 直人 名古屋市中区丸の内１丁目１２－４ 

潤滑油製造 ５０百万円 ３ 

豊田市立飯野小学校 図書室用の机・椅子 

株式会社中部 

中藤 誠 名古屋市北区若鶴町２４５番地 

広告看板製造 ５０百万円 ７ 

愛知県立日進西 

高等学校 
保健室用の薬品戸棚 

有限会社渡辺酒造店 

渡邉 久憲 飛騨市古川町壱之町７番７号 

酒類製造業 １５０百万円 ５ 

飛騨市立古川中学校 大型テレビ・デジタルカメラ 

株式会社ワンダーランド 

佐々 佳広 日進市赤池一丁目１３０８番地 

不動産売買・建築工事 １００百万円 ５ 

日進市立赤池小学校 書画カメラ（教材提示装置） 

なお、上記の『じゅうろくＣＳＲ私募債「つながるこころ」』以外に、従来型の私募債を以下のとおり引 

き受けましたので、あわせて以下にお知らせします。 

 

 ９月１１日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：２件、２００百万円） 

発 行 企 業 
代 表 者 所  在  地 

業      種 発 行 額 期 間（年） 

株式会社豊田電研 
豊田 邦裕 名古屋市中区金山五丁目４番３１号 

自動車部品鍍金加工業 １００百万円 ７ 

株式会社金菱 

エンジニアリング 

金澤 昭光 名古屋市千種区内山三丁目１７－１０ 

産業用機械設計業 １００百万円 ５ 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 



発行企業名 真丸特殊紙業株式会社  http://www.shinmaru.co.jp/ 

所在地 江南市般若町南山２８１番地 

代表者 笹野周太 

事業内容 包装用資材・産業用資材の製造・加工・販売 

資本金 ８８百万円 

年商 ８，００３百万円（２９年３月期） 

従業員数 １９９名 

 

発行企業名 株式会社Ｆ＆Ｃホールディングス  http://fujimaki-web.co.jp/ 

所在地 名古屋市東区武平町５丁目１番 

代表者 藤巻秀平 

事業内容 特殊鋼加工・販売 

資本金 ４４百万円 

年商 １４，８４８百万円（２８年８月期） 

従業員数 ２７名 

 

発行企業名 立風製陶株式会社  www.rippu.com/ 

所在地 土岐市下石町１４１ 

代表者 林立之 

事業内容 タイル製造業 

資本金 １０百万円 

年商 ２，１２２百万円（２９年４月期） 

従業員数 ９６名 

 

発行企業名 アップウィッシュ株式会社  http://up-wish.co.jp/ 

所在地 岡崎市羽根町字陣場３０３番地  

代表者 鳥居幹男 

事業内容 建設業 

資本金 ８０百万円 

年商 ５，５２１百万円（２９年３月期） 

従業員数 ７２名 

ＰＲコメント グループ創立３０周年を迎え、これまで屋上緑化住宅、デザイン性

に重点を置いたリノベーション、新築住宅、更に不動産仲介店舗

『ハウスボカン』においては、今期、豊川店をオープンし、業務・エリ

アの拡大拡充を目指しています。これからも、当グループはサービ

ス・品質の向上に力を入れ、更なる上のステージを目指します。 

 

発行企業の概要 

http://www.shinmaru.co.jp/
http://fujimaki-web.co.jp/
file:///C:/Users/98124000/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/MU7N2AR3/www.rippu.com/
http://up-wish.co.jp/


発行企業名 株式会社エムパック http://www.mpack.co.jp/ 

所在地 名古屋市西区城西３丁目１６番１０号 

代表者 松原晶仁 

事業内容 段ボール製造 

資本金 ６０百万円 

ＰＲコメント 当社の創業は１９４１年。７０年を超える歴史があります。その歩みの

中で培った提案力・製造力・対応力を集結し、お客様への最適な製

品・サービスの提供に役立てています。社員一人一人の力の結集こ

そが、エムパックの原動力です。 

 

発行企業名 スギムラ化学工業株式会社  www.sugimura-chem.jp 

所在地 名古屋市中区丸の内１丁目１２－４ 

代表者 杉村直人 

事業内容 潤滑油製造 

資本金 ６６百万円 

年商 １０，９７８百万円（２８年１０月期） 

従業員数 １９０名 

 

発行企業名 株式会社中部  http://www.adraise.co.jp/index.html 

所在地 名古屋市北区若鶴町２４５番地 

代表者 中藤誠 

事業内容 広告看板製造 

資本金 ２０百万円 

年商 ４１３百万円（２８年８月期） 

従業員数 ２４名 

 

発行企業名 有限会社渡辺酒造店  www.sake-hourai.co.jp 

所在地 飛騨市古川町壱之町７番７号 

代表者 渡邉久憲 

事業内容 酒類製造業 

資本金 ５百万円 

年商 ９７２百万円（２８年８月期） 

従業員数 ５０名 

ＰＲコメント 渡辺酒造店は「日本で一番笑顔あふれる蔵」として、昔ながらの酒

造りの伝統を守りながらも、時代の最先端を突き進む宇宙戦艦ヤマ

トのような飛騨の酒造りの先頭に立つ酒蔵でありたいと考えておりま

す。また、飛騨の酒を全国また世界に広める中心的存在として、こ

の地特有の深みのある酒の味わいを発信していきます。 

http://www.mpack.co.jp/
file:///C:/Users/98124000/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/MU7N2AR3/www.sugimura-chem.jp
http://www.adraise.co.jp/index.html
file:///C:/Users/98124000/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/MU7N2AR3/www.sake-hourai.co.jp


 

発行企業名 株式会社ワンダーランド  www.wond.com/ 

所在地 愛知県日進市赤池一丁目１３０８番地 

代表者 佐々佳広 

事業内容 不動産売買・建築工事 

資本金 １０百万円 

年商 １，１０３百万円（２９年３月期） 

従業員数 ２１名 

ＰＲコメント 「出会いに感謝、自由な発想で夢と感動を創造し、ハッピーライフを

応援します」を社訓として社員達の自由な発想によりお客様に対し

てより良い提案を行い、お客様と社員のハッピーライフを実現したい

と考えます。地域の住環境に携わり続けて２０年。周囲への感謝を

忘れず地域を幸せにする「ワンダーランド」になれるよう引き続き取り

組んでまいります。 

 

発行企業名 株式会社金菱エンジニアリング 

所在地 名古屋市千種区内山三丁目１７－１０ 

代表者 金澤昭光 

事業内容 産業用機械設計業 

資本金 ４５百万円 

年商 １，３６２百万円（２９年３月期） 

従業員数 １７０人 

 

以 上 

 

 

【ご照会先：法人営業部法人業務グループ TEL ０５８－２６６－２６７２】 

file:///C:/Users/98124000/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/MU7N2AR3/www.wond.com/

