
平成３０年９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」』（９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 

 

 ９月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：１５件、１，２９０百万円） 

 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発行額（百万円） 期 間（年） 

寄 贈 先 

株式会社第一システム 

横山 俊明 岐阜市西中島３丁目１１番１号 

情報通信業 ５０ ５ 

岐阜市立岐阜中央中学校 

梅村建工株式会社 

梅村 憲 岐阜市太郎丸向良１６６番地 

建築鉄骨製造業 ２００ ５ 

岐阜市立三輪中学校 

株式会社テクノス 

鍔田 剛年 安八郡安八町南條７４２番地１ 

空調設備工事業 １２０ ５ 

安八町役場 

金山機械株式会社 

金山 尚学 多治見市生田町三丁目７３番地 

FA産業用ロボット・ 

省力化機械設計製造業 
３０ ７ 

岐阜県立多治見工業高等学校 

株式会社大島電氣工事 

大島 健太郎 土岐市鶴里町柿野２４７４番地 

電気工事業 ５０ ５ 

岐阜県立多治見工業高等学校 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



 

 

株式会社アイビー 

勝部 治 多治見市旭ヶ丘十丁目６番地の６６ 

贈答品卸、 

ギフトカタログ販売業 
１００ ５ 

中部大学 

メディカル・ファーマ 

株式会社 

嶋内 淳 一宮市奥町字南目草１６番地３ 

薬局 ３０ ５ 

名城大学 

エーワン株式会社 

松尾 利幸 春日井市下市場町六丁目９番地の２０ 

電子制御部品の設計 

開発及び販売 
５０ ７ 

調整中 

株式会社 

アイオー・エム 

原田 惠三 小牧市本庄白池７９３番地１ 

機械商社 １００ ７ 

調整中 

株式会社冨士建鉄 

水谷 弥壽雄 北名古屋市熊之庄古井４ 

鉄骨工事業 ２００ ７ 

調整中 

株式会社大津堂 

津留 博 春日井市町屋町下仲田４０６８番地 

木製建具の製造・販売 ３０ ５ 

調整中 

日本アドバンストリーダ

ーズソフトウエア 

株式会社 

柴田 隆昌 名古屋市中区伊勢山２丁目８番２１号 

ソフトウエア開発 ５０ ５ 

愛知県立大学 

株式会社ジェネックス 

石川 清成 碧南市沢渡町２１８ 

再生エネルギー発電業 １５０ ５ 

碧南市立棚尾小学校 

株式会社ヤマヂ精密 

山本 正志 
愛知郡東郷町大字春木字千子 

５５４番地の１５７ 

治工具、ゲージ類、 

精密加工部品の設計、

製作 

３０ ５ 

名古屋市立千種小学校 



 

 ９月２５日発行分 保証協会の保証付私募債（合計：４件、２３０百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 保証協会 
発 行 額 

（百万円） 
期 間（年） 

寄 贈 先 

株式会社鹿山 

加藤 準一 名古屋市緑区鹿山３丁目１番地 

不動産賃貸業 名古屋市 ３０ ７ 

名古屋市立滝ノ水中学校 

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 愛知県 ５０ ７ 

日本福祉大学 

丸七住宅株式会社 

岩本 敦行 
額田郡幸田町大字深溝字以立山 

１６番地７ 

不動産売買業 愛知県 ５０ ５ 

幸田町立深溝小学校 

株式会社ジェネックス 

石川 清成 碧南市沢渡町２１８ 

再生エネルギー発電業 愛知県 １００ ５ 

碧南市立棚尾小学校 

 

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２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：３件、２９０百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発行額（百万円） 期 間（年） 

ファステストダイニング 

株式会社 

谷口 譲 湖南市下田１５１８番地１ 

飲食業 ６０ ３ 

株式会社 

ヒデ・ハウジング 

髙橋 秀幸 豊橋市曙町字測点１６１番地の３ 

不動産の売買、賃貸及

びその仲介、維持管理

並びに不動産活用に関

するコンサルティング業 

１００ ５ 

豊橋総合動植物公園 



小塚メタル株式会社 

小塚 将樹 瑞穂市稲里５４５番地の１ 

再生資源卸売業 ２００ ７ 

株式会社神宮 

大野 章次 名古屋市瑞穂区田辺通二丁目２２番地１ 

不動産賃貸業、ゴルフ用

品販売業、飲食業 
３０ ５ 

 

９月２５日発行分 保証協会の保証付私募債（合計：１件、１００百万円） 

発 行 企 業 
代 表 者 所  在  地 

業      種 保証協会 発 行 額 期 間（年） 

株式会社希望社 
川瀬 浩子 岐阜市茜部本郷一丁目６３番地の３ 

建設業 岐阜県 １００ ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

発行企業名 株式会社第一システム http://www.daiichisystem.co.jp 

所在地 岐阜市西中島３丁目１１番１号 

代表者 横山 俊明 

事業内容 情報通信業 

資本金 ３１百万円 

 

 

発行企業名 梅村建工株式会社 https://umemurakenkou.co.jp 

所在地 岐阜市太郎丸向良１６６番地 

代表者 梅村 憲 

事業内容 建築鉄骨製造業 

資本金 １０百万円 

年商 １，０５０百万円（平成３０年８月期） 

従業員数 １６名 

PR コメント 当社はＨグレードへ昇格し、高品質な製品を供給することを当然の

使命ととらえ、従業員とその家族が仕事に誇りをもち、働く環境に満

足できる「やりがいのある」会社づくりを目指します。社会情勢の変

化に恐れることなく、柔軟な思考、グローバルな視点で強い会社を

創り、社会に対する責任を果たしてまいります。 

 

 

発行企業名 株式会社テクノス http://www.technos1.co.jp 

所在地 安八郡安八町南條７４２番地１ 

代表者 鍔田 剛年 

事業内容 空調設備工事業 

資本金 ３０百万円 

年商 ８４７百万円（平成３０年６月期） 

従業員数 ４９名 

 

 

発行企業名 金山機械株式会社 http://k-kikai.com 

所在地 多治見市生田町三丁目７３番地 

代表者 金山 尚学 

事業内容 FA産業用ロボット・省力化機械設計製造業 

資本金 ８百万円 

年商 ２９２百万円（平成３０年３月期） 

従業員数 １７名 

発行企業の概要 

http://www.daiichisystem.co.jp/
https://umemurakenkou.co.jp/
http://www.technos1.co.jp/
http://k-kikai.com/


発行企業名 株式会社大島電氣工事 https://ohshimadenki.co.jp 

所在地 土岐市鶴里町柿野２４７４番地 

代表者 大島 健太郎 

事業内容 電気工事業 

資本金 ４０百万円 

年商 ２，９２１百万円（平成３０年３月期） 

従業員数 ８１名 

 

 

発行企業名 株式会社アイビー 

所在地 多治見市旭ヶ丘十丁目６番地の６６ 

代表者 勝部 治 

事業内容 贈答品卸、ギフトカタログ販売業 

資本金 １０百万円 

年商 ２，０８６百万円（平成３０年３月期） 

従業員数 ４０名 

 

 

発行企業名 メディカル・ファーマ株式会社 

所在地 一宮市奥町字南目草１６番地３ 

代表者 嶋内 淳 

事業内容 薬局 

資本金 ３百万円 

年商 ４１８百万円（平成２９年８月期） 

従業員数 ２１名 

 

 

発行企業名 エーワン株式会社 http://www.aone.co.jp 

所在地 春日井市下市場町六丁目９番地の２０ 

代表者 松尾 利幸 

事業内容 電子制御部品の設計開発及び販売 

資本金 ４３百万円 

年商 ９１８百万円（平成３０年４月期） 

従業員数 ２２名 

 

 

 

 

 

https://ohshimadenki.co.jp/
http://www.aone.co.jp/


発行企業名 株式会社アイオー・エム 

所在地 小牧市本庄白池７９３番地１ 

代表者 原田 惠三 

事業内容 機械商社 

 

 

発行企業名 株式会社冨士建鉄 http://www.fujikentetsu.com/index.html 

所在地 北名古屋市熊之庄古井４ 

代表者 水谷 弥壽雄 

事業内容 鉄骨工事業 

資本金 ８０百万円 

年商 ５９８百万円（平成３０年１月期） 

従業員数 １２名 

 

 

発行企業名 株式会社大津堂 http://www.ootsudo.co.jp/company.html 

所在地 春日井市町屋町下仲田４０６８番地 

代表者 津留 博 

事業内容 木製建具の製造・販売 

資本金 １０百万円 

年商 ５０５百万円（平成２９年８月期） 

従業員数 ２０名 

 

 

発行企業名 日本アドバンストリーダーズソフトウエア株式会社 

http://www.nalsoft.co.jp 

所在地 名古屋市中区伊勢山２丁目８番２１号 

代表者 柴田 隆昌 

事業内容 ソフトウエア開発 

資本金 ２５百万円 

年商 ５５８百万円（平成２９年９月期） 

従業員数 ７６名 

PR コメント 世界トップクラスのシェアを誇る大手自動車部品メーカー様をはじ

め、製造業に限らず幅広い分野の業務システムの企画から開発、

保守メンテナンスまでを一貫して手掛けています。生販統合パッケ

ージを所有し、スマート工場を目指すお客様には生産設備と基幹シ

ステムを連携させるＦＡシステムを提案出来るソフトウェア会社です。 

 

 

http://www.fujikentetsu.com/index.html
http://www.ootsudo.co.jp/company.html
http://www.nalsoft.co.jp/


発行企業名 株式会社ジェネックス http://www.jenex.co.jp 

所在地 碧南市沢渡町２１８ 

代表者 石川 清成 

事業内容 再生エネルギー発電業 

資本金 ２５百万円 

年商 １，８２５百万円（平成３０年３月期） 

従業員数 ３２名 

PR コメント 近年、世界的に異常気象が相次ぐ中、「パリ協定」や「持続可能な

開発目標 ＳＤＧｓ」が採択されました。ＳＤＧｓの目標１７の７「エネル

ギーをみんなにそしてクリーンに」 目標１３「気候変動に具体的な

対策を」の達成に向けて事業をしています。再生可能エネルギーの

拡大をリードし持続可能な社会の構築に貢献していきます。 

 

 

発行企業名 株式会社ヤマヂ精密 http://yamajiseimitsu.co.jp/index.html 

所在地 愛知郡東郷町大字春木字千子５５４番地の１５７ 

代表者 山本 正志 

事業内容 治工具、ゲージ類、精密加工部品の設計、製作 

資本金 １０百万円 

年商 ６４８百万円（平成３０年４月期） 

従業員数 ２８名 

PR コメント 高品質な製品の基となる冶具及び製品加工後の品質を保証する検

査具などを製造しております。設計開発から生産までのきめ細かい

対応ができるシステムのもと、創業以来卓越した技術力の集積と最

新の設備を駆使して、産業界の多様なご要望にお応えし、今後も高

い信頼を獲得してまいります。 

 

 

発行企業名 株式会社ヒデ・ハウジング 

http://www.hidehousing.com/web/main/pc/ 

所在地 豊橋市曙町字測点１６１番地の３ 

代表者 髙橋 秀幸 

事業内容 不動産の売買、賃貸及びその仲介、維持管理並びに不動産活用

に関するコンサルティング業 

資本金 １０百万円 

年商 １，５８９百万円（平成３０年５月期） 

従業員数 ７名 

 

 

http://www.jenex.co.jp/
http://yamajiseimitsu.co.jp/index.html
http://www.hidehousing.com/web/main/pc/


発行企業名 株式会社鹿山 http://shikayama.jp 

所在地 名古屋市緑区鹿山３丁目１番地 

代表者 加藤 準一 

事業内容 不動産賃貸業 

資本金 ３０百万円 

年商 ３７９百万円（平成２９年９月期） 

従業員数 ３名 

 

 

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 丸七住宅株式会社 https://www.marushichi-j.com 

所在地 額田郡幸田町大字深溝字以立山１６番地７ 

代表者 岩本 敦行 

事業内容 不動産売買業 

年商 １，１６９百万円（平成２９年９月期） 

従業員数 ５７名 

PR コメント 幸田・蒲郡で不動産のことなら丸七住宅 

 

 

発行企業名 ファステストダイニング株式会社 

所在地 湖南市下田１５１８番地１ 

代表者 谷口 譲 

事業内容 飲食業 

 

 

発行企業名 小塚メタル株式会社 

所在地 瑞穂市稲里５４５番地の１ 

代表者 小塚 将樹 

事業内容 再生資源卸売業 

資本金 １０百万円 

年商 ３，５２４百万円（平成３０年４月期） 

従業員数 ２６名 

 

 

http://shikayama.jp/
https://www.marushichi-j.com/


発行企業名 株式会社神宮 

所在地 名古屋市瑞穂区田辺通二丁目２２番地１ 

代表者 大野 章次 

事業内容 不動産賃貸業、ゴルフ用品販売業、飲食業 

 

 

発行企業名 株式会社希望社 

所在地 岐阜市茜部本郷一丁目６３番地の３ 

代表者 川瀬 浩子 

事業内容 建設業 

資本金 １４４百万円 

年商 ８６２百万円（平成３０年３月期） 

従業員数 ７１名 

 

以上 

【ご照会先：法人営業部法人業務グループ TEL ０５８－２６６－９８００】         


