
平成２９年１２月２５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」』（１２月２５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 

 

 １２月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：３２件、１，７７０百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発 行 額 期 間（年） 

寄 贈 先 寄 贈 品 

株式会社 

スタッフシュウエイ 

内藤 明 東海市名和町後酉１９番地 

人材派遣業 ５０ ５ 

日本福祉大学 金員 

株式会社近藤 

近藤 裕秋 名古屋市中村区森末町二丁目４９－１ 

医療産業廃棄物運搬業 ５０ ５ 

名古屋市立豊臣小学校 調整中 

株式会社 

P・C・G TEXAS 

藤井 金藏 名古屋市天白区原一丁目１２０４番地 

給排水管更生 ３０ ５ 

名古屋市立 

平針北小学校 
調整中 

土岐三菱自動車販売 

株式会社 

安藤 正彦 土岐市肥田浅野矢落町１丁目１ 

自動車ディーラー業 ４０ ５ 

土岐市立肥田中学校 調整中 

東海ハマテック 

株式会社 

間瀬 雅彦 岡崎市福桶町字柳原７番地１ 

専用工作機械製造業 ３０ ３ 

岡崎市立城南小学校 屋外ＣＤデッキ 

 

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 

中京メディカル 

市川 一夫 
名古屋市熱田区神宮３丁目８番２０号 

神宮東熱田ビル２階 

医療マネジメント ５０ ５ 

名古屋市立南養護学校 調整中 

株式会社鵜舞屋 

髙森 幹啓 岐阜市東鶉１－１ 

水産加工品製造業 １００ ５ 

岐阜県立 

東濃実業高等学校 
調整中 

株式会社 

エフズ アクセス 

福田 眞史 
岐阜市吉野町６丁目１４番地 

三井生命岐阜駅前ビル４階 

受託開発ソフトウェア業 ５０ ７ 

岐阜県立岐山高等学校 化学部実験用器具等 

株式会社ケーツー 

下田 清美 大府市共栄町５－１９－１ 

プラスチック用金型製造 ３０ ５ 

調整中 調整中 

株式会社本陣平野屋 

有巣 秀司 高山市本町１丁目３４番地 

旅館業 ５０ ７ 

学校法人石井学園 

城南高等学校 
食器 

株式会社石昌商会 

石原 泰守 各務原市各務山の前町４丁目３２３番地 

建材卸売業 ３０ ７ 

各務原市軟式野球連盟 クイックシェード 

新興自動車株式会社 

井口 大輔 高山市上岡本町７丁目４５２番地１ 

自動車、建設機械   

販売・整備業 
１３０ ４ 

岐阜県立 

高山工業高等学校 
ジェットヒーター 

松本工業株式会社 

松本 勝彦 清須市西堀江２２８７番地 

鋳物製品製造販売業 ３０ ５ 

清須市役所 金員 

知多印刷株式会社 

酒井 良輔 半田市栄町三丁目１２３番地 

印刷業 ５０ ５ 

愛知県立半田高等学校 金員 



加島工業株式会社 

加島 一雄 名古屋市西区那古野１丁目１４－１８ 

設備工事業 １６０ ５ 

名古屋市立 

工芸高等学校 
調整中 

株式会社ほほえみ 

杉浦 義教 
名古屋市天白区 

向が丘四丁目１００２番地 

福祉介護サービス ３０ ５ 

国立研究開発法人国立

長寿医療研究センター 
マガジンラック 

株式会社アイシス 

内藤 良宏 名古屋市西区新木町１ 

高速プレス機製造・販売 ３０ ５ 

愛知県立 

愛知総合工科高等学校 
書籍 

高山電材株式会社 

杉山 和宏 高山市冬頭町１３１－４ 

電気械器具卸 ５０ ５ 

岐阜県立高山工業   

高等学校 
トレーニングベンチ 

株式会社 

エム．エス製作所 

迫田 幸博 清須市春日立作５４－２ 

ウェザーストリップ用 

金型製造業 
３０ ７ 

愛知県立 

愛知総合工科高等学校 
調整中 

三裕産業株式会社 

寺田 敏美 名古屋市港区当知３丁目２９０４番地 

建築工事業 ３０ ７ 

名古屋市立当知小学校 調整中 

株式会社いちい 

爲保 隆義 江南市力長町大当寺１２８番地 

木材卸売業 ７０ ７ 

調整中 調整中 

株式会社 

アクティブハヤシ 

林 茂登也 羽島郡岐南町三宅３－２６４ 

合成樹脂・建築資材の

卸売り 
１００ ７ 

岐南町立東小学校 調整中 



株式会社丹羽工機 

丹羽 誠 各務原市各務東町五丁目８２番地の７ 

輸送用機械器具製造業 ５０ ５ 

中津川市立 

加子母中学校 
スポーツ用品 

株式会社トキオ 

森下 規子 豊橋市下条東町字花深前８番地の１ 

製造業 

（鉄道保線作業用車両） 
２００ ５ 

豊橋市立下条小学校 調整中 

大和グラビヤ株式会社 

鈴木 雅也 
名古屋市東区葵３－１５－３１ 

千種ニュータワービル４Ｆ 

軟包装資材製造業 ３０ ３ 

調整中 調整中 

ワシズ機械株式会社 

鷲津 暢彦 一宮市音羽３－１４－２５ 

繊維機械販売 

空調工事 
５０ ５ 

一宮市立北部中学校 モバイルスクリーン 

上野チエン株式会社 

上野 和英 名古屋市名東区香流１丁目１３１７番地 

省力化設備製造業 ３０ ５ 

名古屋市立香流小学校 調整中 

株式会社ニシキ 

鈴木 勝彦 名古屋市天白区中砂町２２３番地 

電子・電気部品卸売 ５０ ５ 

名古屋市立天白小学校 書籍 

岡田産業株式会社 

岡田 明彦 岐阜市宇佐南４丁目１７番１０号 

管工事業 ３０ ５ 

岐阜市立三里小学校 一輪車 

株式会社大晃 

冨永 智広 安八郡輪之内町中郷新田２６２１番地の１ 

土木工事業 ５０ ５ 

関ヶ原町立 

関ヶ原中学校 
書籍 

株式会社髙垣組 

森下 光 郡上市八幡町旭１０３５番地 

総合建設業 ３０ ５ 

郡上市立八幡中学校 バレーボール 



金神鋼業株式会社 

金神 徹尚 岐阜市南鶉５丁目４番地の４ 

鉄骨・鉄筋工事業 ３０ ７ 

岐阜大学教育学部 

附属学校 
金員 

 

１２月２５日発行分 保証協会の保証付私募債（合計：２件、１７０百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 保証協会 発 行 額 期 間（年） 

寄 贈 先 寄 贈 品 

加島工業株式会社 

加島 一雄 名古屋市西区那古野１丁目１４－１８ 

設備工事業 愛知県 １２０ ７ 

名古屋市立 

工芸高等学校 
金員 

株式会社丸福 

岩田 直之 岐阜市元住町１１番地 

貨物運送業 岐阜市 ５０ ７ 

岐阜市立 

岐阜中央中学校 
調整中 

 

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。 

 

 １２月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：２件、９０百万円） 

発 行 企 業 
代 表 者 所  在  地 

業      種 発 行 額 期 間（年） 

サンフレッシュ株式会社 
髙松 哲也 北名古屋市九之坪鴨田５６ 

流通加工請負業 ５０ ７ 

伊藤金型工業株式会社 

伊藤 勝彦 

伊藤 善彦 
名古屋市天白区野並一丁目２０８番地 

金属プレス金型製造業 ４０ ５ 

 

１２月２５日発行分 保証協会の保証付私募債（合計：１件、５０百万円） 

発 行 企 業 
代 表 者 所  在  地 

業      種 保証協会 発 行 額 期 間（年） 

サンラインメディカル 

株式会社 

松野 貴志 岐阜市今嶺１－１９－５ 

調剤薬局 岐阜市 ５０ ７ 

 



 

発行企業名 株式会社スタッフシュウエイ   

所在地 東海市名和町後酉１９番地 

代表者 内藤 明 

事業内容 人材派遣業 

 

発行企業名 株式会社近藤  http://www.ik-kondo.co.jp 

所在地 名古屋市中村区森末町二丁目４９－１ 

代表者 近藤裕秋 

事業内容 医療産業廃棄物運搬業 

資本金 ３０百万円 

年商 ２，０９３百万円（２９年３月期） 

従業員数 ６４名 

 

発行企業名 株式会社 P・C・G TEXAS  http://www.pcgtexas.co.jp/ 

所在地 名古屋市天白区原一丁目１２０４番地 

代表者 藤井金藏 

事業内容 給排水管更生 

資本金 ５０百万円 

ＰＲコメント Ｐ・Ｃ・Ｇは配管を強靭にする排水管更生で「ビル・マンショ

ンを元気にする企業です！」 

施工実績は７年連続業界Ｎｏ．１です。 

 

発行企業名 土岐三菱自動車販売株式会社  http://tokimitsu.com 

所在地 土岐市肥田浅野矢落町１丁目１ 

代表者 安藤正彦 

事業内容 自動車ディーラー業 

資本金 ３０百万円 

年商 １１００百万円（２９年３月期） 

従業員数 ４６名 

 

発行企業名 東海ハマテック株式会社  http://www.t-hamatec.co.jp/ 

所在地 岡崎市福桶町字柳原７番地１ 

代表者 間瀬雅彦 

事業内容 専用工作機械製造業 

資本金 ２０百万円 

年商 ６７６百万円 

従業員数 １８名 

 

発行企業の概要 

http://www.ik-kondo.co.jp/
http://www.pcgtexas.co.jp/
http://tokimitsu.com/
http://www.t-hamatec.co.jp/


発行企業名 株式会社中京メディカル   

所在地 名古屋市熱田区神宮３丁目８番２０号 神宮東熱田ビル２階 

代表者 市川一夫 

事業内容 医療マネジメント 

資本金 ２２百万円 

年商 １，２５６百万円（２８年１２月期） 

従業員数 ７２名 

 

発行企業名 株式会社鵜舞屋  http://www.umaiya.co.jp/ 

所在地 岐阜市東鶉１－１ 

代表者 髙森幹啓 

事業内容 水産加工品製造業 

資本金 ２０百万円 

年商 ８１５百万円（２９年２月期） 

従業員数 ６３名 

 

発行企業名 株式会社エフズ アクセス  http://fs-access.com/ 

所在地 岐阜市吉野町６丁目１４番地 三井生命岐阜駅前ビル４階 

代表者 福田眞史 

事業内容 受託開発ソフトウェア業 

資本金 １３百万円 

ＰＲコメント 弊社はマイコンを搭載した電子機器を制御するエンベデッド

ソフトウェアの開発に注力しております。また、米国 National 

Instruments 社より、岐阜県初のアライアンスパートナーに認

定され、Lab VIEW を活用した計測制御ソフトウェアの開発に

取り組んでおります。 

 

発行企業名 株式会社ケーツー 

  http://www.k2-net.co.jp/company/index.html 

所在地 大府市共栄町５－１９－１ 

代表者 下田清美 

事業内容 プラスチック用金型製造 

資本金 １０百万円 

年商 １，１７６百万円（２９年４月期） 

従業員数 ３５人 

 

 

 

 

http://fs-access.com/
http://www.k2-net.co.jp/company/index.html


発行企業名 株式会社本陣平野屋  http://www.honjinhiranoya.com 

所在地 高山市本町１丁目３４番地 

代表者 有巣秀司 

事業内容 旅館業 

資本金 ３０百万円 

年商 １，２３５百万円（２９年３月期） 

従業員数 １５５名 

 

発行企業名 株式会社石昌商会   

所在地 各務原市各務山の前町４丁目３２３番地 

代表者 石原泰守 

事業内容 建材卸売業 

 

発行企業名 新興自動車株式会社  http://www.shinko-g.co.jp 

所在地 高山市上岡本町７丁目４５２番地１ 

代表者 井口大輔 

事業内容 自動車、建設機械販売・整備業 

資本金 ４１百万円 

年商 ２，０８７百万円（２９年７月期） 

従業員数 ８０名 

 

発行企業名 松本工業株式会社   

所在地 清須市西堀江２２８７番地 

代表者 松本勝彦 

事業内容 鋳物製品製造販売業 

 

発行企業名 知多印刷株式会社 

  https://www.chita.co.jp/100company/company.html 

所在地 半田市栄町三丁目１２３番地 

代表者 酒井良輔 

事業内容 印刷業 

資本金 ４２百万円 

年商 １，４９３百万円（２９年７月期） 

従業員数 ５７人 

 

 

 

 

 

http://www.honjinhiranoya.com/
http://www.shinko-g.co.jp/
https://www.chita.co.jp/100company/company.html


発行企業名 加島工業株式会社  http://www.kashima-ko.com/ 

所在地 名古屋市西区那古野１丁目１４－１８ 

代表者 加島一雄 

事業内容 設備工事業 

資本金 １０百万円 

年商 ６２５百万円（２９年９月期） 

従業員数 ２６名 

 

発行企業名 株式会社ほほえみ  http://www.hohoemi33.co.jp 

所在地 名古屋市天白区向が丘四丁目１００２番地 

代表者 杉浦義教 

事業内容 福祉介護サービス 

資本金 ３０百万円 

年商 ６８４百万円（２８年１２月期） 

従業員数 １９２名 

ＰＲコメント 高齢者が安心して暮らせる世の中をつくるため、ほほえみグル

ープでは、ご利用者とご家族、地域に住まうすべての人が、集

い・支え・笑い合える『共生型介護』を実践しています。 

さらに地域や自治体と恊働し、“福祉の輪でつながる街づくり”

にも取り組んでいます。 

 

発行企業名 株式会社アイシス   

所在地 名古屋市西区新木町１ 

代表者 内藤良宏 

事業内容 高速プレス機製造・販売 

 

発行企業名 高山電材株式会社   

所在地 高山市冬頭町１３１－４ 

代表者 杉山和宏 

事業内容 電気械器具卸 

 

発行企業名 株式会社エム．エス製作所   

所在地 清須市春日立作５４－２ 

代表者 迫田幸博 

事業内容 ウェザーストリップ用金型製造業 

 

 

 

 

http://www.kashima-ko.com/
http://www.hohoemi33.co.jp/


発行企業名 三裕産業株式会社  http://www.24hkouji.biz/ 

所在地 名古屋市港区当知３丁目２９０４番地 

代表者 寺田敏美 

事業内容 建築工事業 

資本金 ２０百万円 

年商 １，１０４百万円（２９年２月期） 

従業員数 ２９名 

 

発行企業名 株式会社いちい  http://www.centerland.co.jp/group.html 

所在地 江南市力長町大当寺１２８番地 

代表者 爲保隆義 

事業内容 木材卸売業 

資本金 １０百万円 

年商 ５７２百万円（２９年２月期） 

従業員数 １５人 

 

発行企業名 株式会社アクティブハヤシ  http://www.a-884.com/ 

所在地 羽島郡岐南町三宅３－２６４ 

代表者 林茂登也 

事業内容 合成樹脂・建築資材の卸売り 

資本金 ４５百万円 

年商 １，０１２百万円（２８年１２月期） 

従業員数 ４２名 

ＰＲコメント 我々、株式会社アクティブハヤシは、東海エリアを中心に、店

舗什器や家具に使用する装飾ガラスと、ディスプレイ用、機械

カバーから公園遊具パネルまで幅広い樹脂加工をメインに、商

業施設案内表示、看板資材の加工及び卸をしています。我々は

地域に貢献できる会社を目指し活動していきます。 

 

発行企業名 株式会社丹羽工機  http://www.niwakouki.com 

所在地 各務原市各務東町五丁目８２番地の７ 

代表者 丹羽誠 

事業内容 輸送用機械器具製造業 

資本金 １０百万円 

年商 ４０７百万円（２９年３月期） 

従業員数 １９名 

 

 

 

http://www.24hkouji.biz/
http://www.centerland.co.jp/group.html
http://www.a-884.com/
http://www.niwakouki.com/


発行企業名 株式会社トキオ   

所在地 豊橋市下条東町字花深前８番地の１ 

代表者 森下規子 

事業内容 製造業（鉄道保線作業用車両） 

 

発行企業名 大和グラビヤ株式会社  http://www.daiwagravure.co.jp 

所在地 名古屋市東区葵３－１５－３１ 千種ニュータワービル４Ｆ 

代表者 鈴木雅也 

事業内容 軟包装資材製造業 

ＰＲコメント 私たちは、食品や洗剤、日用品といった日常生活で良く目にす

る商品のパッケージをつくっています。主にプラスチックフィ

ルムを素材として、製品を輝かせ、必要な情報を加え、製品の

ライフサイクルを伸ばしたり、店頭でお客様に少しでも手にと

っていただけるような魅力的かつ機能的なパッケージの企

画・製造を行っています。さらに利便性の追求、バリアフリー、

安全安心など、市場が求めるニーズに応じた新しいアイデアで

様々な独自技術を追求しています。 

 

発行企業名 ワシズ機械株式会社  http://www.e-washizu.co.jp/ 

所在地 一宮市音羽３－１４－２５ 

代表者 鷲津暢彦 

事業内容 繊維機械販売 空調工事 

資本金 ３４百万円 

年商 ２，０４１百万円（２８年９月期） 

従業員数 ２６名 

ＰＲコメント 明治３２年創業と１２０年の業暦を有しています。現在では機

料部と空調部で成り立っており、地域のライフライン生活環境

に安心・安全・快適を提供しています。 

 

発行企業名 上野チエン株式会社  http://www.ueochien.co.jp 

所在地 名古屋市名東区香流１丁目１３１７番地 

代表者 上野和英 

事業内容 省力化設備製造業 

資本金 １０百万円 

従業員数 ９名 

 

 

 

 

http://www.daiwagravure.co.jp/
http://www.e-washizu.co.jp/
http://www.ueochien.co.jp/


発行企業名 株式会社ニシキ   

所在地 名古屋市天白区中砂町２２３番地 

代表者 鈴木勝彦 

事業内容 電子・電気部品卸売 

 

発行企業名 岡田産業株式会社  http://www.okada-s.co.jp/ 

所在地 岐阜市宇佐南４丁目１７番１０号 

代表者 岡田明彦 

事業内容 管工事業 

資本金 ２０百万円 

年商 ４８４百万円（２９年７月期） 

従業員数 ２５名 

ＰＲコメント 我が社は、個人住宅から官公庁・企業等の大型建築までの給排

水衛生設備・空調設備の工事を施工しております。また、大切

な水資源の利用を考え、創業時より水に関係する技術開発を行

ってまいりました。浄水設備は１，０００基を超える実績とな

っており、今後もよりよい生活環境の整備のための技術開発に

注力するとともに、人々の生活環境整備のために努力してまい

ります。 

 

発行企業名 株式会社大晃   

所在地 安八郡輪之内町中郷新田２６２１番地の１ 

代表者 冨永智広 

事業内容 土木工事業 

資本金 ２０百万円 

年商 １,１６７百万円（２９年５月期） 

従業員数 ２５名 

 

発行企業名 株式会社髙垣組  http://takagakigumi.co.jp/ 

所在地 郡上市八幡町旭１０３５番地 

代表者 森下光 

事業内容 総合建設業 

資本金 ５０百万円 

年商 ３,６１７百万円（２９年７月期） 

従業員数 ６６名 

ＰＲコメント 髙垣組は、確かな技術と自由な発想をもって豊かな社会づくり

に貢献する総合建設業です。「岐阜県ワーク・ライフ・バラン

ス推進エクセレント企業」に認定され、次世代育成支援の取組

みも行っております。創業 70 年を迎え、今後も、さらなる品

http://www.okada-s.co.jp/
http://takagakigumi.co.jp/


質の向上や技術の鍛錬をかさね、地域の信頼と期待にお応えし

ていきます。 

 

発行企業名 金神鋼業株式会社  http://konjin.co.jp/ 

所在地 岐阜市南鶉５丁目４番地の４ 

代表者 金神徹尚 

事業内容 鉄骨・鉄筋工事業 

資本金 ２０百万円 

年商 １，５７９百万円（２９年２月期） 

従業員数 ４６名 

ＰＲコメント 当社は、創業より鐡を取扱い、建物の基礎、骨組みを組立て、

建造物を作る仕事をしています。普段は目に留まることは少な

いですが、人々の暮らしを安心・安全・快適に過ごせる製品作

りはもちろんのこと、鐡を通して地域社会への貢献する企業で

ありたいと思います。 

 

発行企業名 株式会社丸福  http://www.arashiyama-gifu.com 

所在地 岐阜市元住町１１番地 

代表者 岩田直之 

事業内容 貨物運送業 

資本金 １０百万円 

年商 ４１６百万円（２９年８月期） 

従業員数 ４２名 

ＰＲコメント 弊社は今年創業３０周年を迎え、運送事業をメインに不動産賃

貸業、飲食業（日本料理 嵐山・岐阜市内）を営んでおります。

これまでのご縁を大切に、更なる飛躍を目指してまいります。 

 

発行企業名 サンフレッシュ株式会社  http://www.sunfre.co.jp 

所在地 北名古屋市九之坪鴨田５６ 

代表者 髙松哲也 

事業内容 流通加工請負業 

資本金 ３８百万円 

年商 １，２００百万円（２９年７月期） 

従業員数 ２００名 

 

発行企業名 伊藤金型工業株式会社  http://www.itokanagata.com/ 

所在地 名古屋市天白区野並一丁目２０８番地 

代表者 伊藤勝彦・伊藤善彦 

事業内容 金属プレス金型製造業 

http://konjin.co.jp/
http://www.arashiyama-gifu.com/
http://www.sunfre.co.jp/
http://www.itokanagata.com/


資本金 １０百万円 

年商 ４１４百万円（２９年３月期） 

従業員数 ２１名 

ＰＲコメント 「技術・技能・情報のスクラム」ハイテクを支えるエキスパー

トエンジニアファミリーが当社を支えています。 

蓄積された技術と信頼がものづくり・シンクタンクとなって新

たな挑戦を約束しています。 

 

発行企業名 サンラインメディカル株式会社  http://sunline-m.jp/ 

所在地 岐阜市今嶺１－１９－５ 

代表者 松野貴志 

事業内容 調剤薬局 

資本金 ３百万円 

年商 ５１６百万円（２９年７月期）  

従業員数 ３２名 

ＰＲコメント 当社はサンラインメディカルグループの中核として、ライン調

剤薬局を直営及びＦＣ運営。また、グループ会社の新日本薬品

株式会社は医薬品卸及び介護事業、㈱エムズブラザーズは社会

貢献の一環として保育事業を営んでおります。今後もグループ

一丸で、「地域の皆様、全ての患者様の笑顔のために私たちは

真心を提供」致します。 

 

以 上 

 

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

http://sunline-m.jp/

