
平成２９年１１月２７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」』（１１月２７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 

 

 １１月２７日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：９件、８６０百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発 行 額 期 間（年） 

寄 贈 先 寄 贈 品 

株式会社丸太不動産 

梅村 正明 豊田市元城町２－８－２ 

不動産売買業 ５０百万円 ５ 

愛知県立豊田西 

高等学校 
調整中 

株式会社岡建 

岡 謙次 名古屋市中村区横井１丁目２０４番地 

内装工事業 ３０百万円 ５ 

名古屋市立篠原小学校 書籍 

株式会社ハウテック 

中川 正之 下呂市少ヶ野４２３ 

住宅用内装ドア・システ

ム収納・和室建具・内装

部材の製造および販売 

１５０百万円 ５ 

岐阜県立益田清風 

高等学校 
吹奏楽の打楽器 

株式会社二興発条 

寺嶋 真人 愛知郡東郷町大字春木字千子５４５の１４ 

スプリング製造業 ３０百万円 ７ 

豊田市立若林東小学校 サッカーボール等 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



カニエ JAPAN 

   株式会社 カニエ JAPAN株式会社 

黒川 智勝 
海部郡蟹江町大字蟹江新田字下芝切 

１７９番地 

プロパンガス供給業 ５０百万円 ５ 

蟹江町立新蟹江小学校 書籍 

株式会社 

アサヒハウジング 

都築 新次 日進市竹の山三丁目８０３番地 

建築工事業 ５０百万円 ５ 

社会福祉法人 

中日新聞社会事業団 

中日青葉学園 

調整中 

株式会社 

ラグラックス信和 

齋藤 亮治 名古屋市東区芳野１丁目１６番２９号 

紳士服製造卸売業 １００百万円 ７ 

学校法人金城学院 

（金城学院幼稚園） 
玩具（積み木） 

株式会社トーシン 

石田 信文 名古屋市中区栄３－４－２１ 

移動体通信関連事業、

不動産事業、 

リゾート事業 

３００百万円 ７ 

調整中 調整中 

株式会社カケン 

石原 彰久 名古屋市北区大杉一丁目４－１４ 

管工事業、 

スーパー銭湯経営 
１００百万円 ７ 

名古屋市立西味鋺 

小学校 
調整中 

 

 

１１月２７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） 

寄 贈 先 寄 贈 品 

株式会社篠田製作所 

篠田 圭司 岐阜市金園町３丁目１９番地２ 

橋梁およびプラント製造

業 
岐阜県 １００百万円 ５ 

岐阜県立山県高等学校 机 



 

 

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。 

 

 １１月２７日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：１件、１００百万円） 

発 行 企 業 
代 表 者 所  在  地 

業      種 発 行 額 期 間（年） 

オーモリニッセキ 

株式会社 

大森 輝英 一宮市丹陽町九日市場字中田１２９ 

ガソリンスタンド経営 １００百万円 ５ 

 

 

 

発行企業名 株式会社丸太不動産  http://www.maruta-group.co.jp 

所在地 豊田市元城町２－８－２ 

代表者 梅村正明 

事業内容 不動産売買業 

資本金 ２０百万円 

年商 ３５０百万円（２９年３月期） 

従業員数 １３名 

 

発行企業名 株式会社岡建 

所在地 名古屋市中村区横井１丁目２０４番地 

代表者 岡謙次 

事業内容 内装工事業 

資本金 ３百万円 

年商 １，２１２百万円（２８年１１月期） 

従業員数 ７名 

 

発行企業名 株式会社ハウテック  http://www.hou-tech.jp/ 

所在地 下呂市少ヶ野４２３ 

代表者 中川正之 

事業内容 住宅用内装ドア・システム収納・和室建具・内装部材の製造および

販売 

資本金 ４８百万円 

年商 １１，１５８百万円（２９年６月期） 

従業員数 ４９５名 

発行企業の概要 

http://www.maruta-group.co.jp/
http://www.hou-tech.jp/


 

発行企業名 株式会社二興発条    

所在地 愛知郡東郷町大字春木字千子５４５の１４ 

代表者 寺嶋真人 

事業内容 スプリング製造業 

 

発行企業名 カニエ JAPAN 株式会社  http://www.kaniejapan.com 

所在地 海部郡蟹江町大字蟹江新田字下芝切１７９番地 

代表者 黒川智勝 

事業内容 プロパンガス供給業 

資本金 １０百万円 

年商 ７，２４２百万円（２９年７月期） 

従業員数 １９２名 

ＰＲコメント 私たちの関わるエネルギー事業においては、電力、都市ガスの小

売り全面自由化により、エネルギー事業者の経営環境は大きく変わ

ることになりました。 

私たちは、この環境変化を事業拡大のチャンスととらえ、お客様や

取引先様との繋がりを一層強化してまいります。 

 

発行企業名 株式会社アサヒハウジング  https://www.asahi-hg.co.jp 

所在地 日進市竹の山三丁目８０３番地 

代表者 都築新次 

事業内容 建築工事業 

資本金 １０百万円 

年商 １，４０３百万円（２９年３月期） 

従業員数 １３名 

ＰＲコメント 弊社の住まい造りにはゆずれないものがあります。 

それは｢子や孫の時代まで住み継いでいける上質な住まいをお届

けし、健康で、安心して暮らしていただけること｣。 

それが、私たちの信念であり想いです。 

そのような住まいをお客様と共に造りつづけたい。 

アサヒハウジングはそう願っています。 

 

 

 

 

 

 

http://www.kaniejapan.com/
https://www.asahi-hg.co.jp/


発行企業名 株式会社ラグラックス信和  http://www.raglux.com 

所在地 名古屋市東区芳野１丁目１６番２９号 

代表者 齋藤亮治 

事業内容 紳士服製造卸売業 

ＰＲコメント 当社は紳士服の製造卸を行っています。社名の「信和」の由来でも

ある＜信用第一＞・＜人の和＞を商売のモットーとし、変化の激し

いアパレル業界において、創業７０年を迎えることが出来ました。 

今後もより一層、多様化する人々の暮らしの中のマインドやテイスト

に反応しながら、常に高感度な商品や情報を発信するコンダクター

でありたいと考えています。 

 

発行企業名 株式会社トーシン  http://www.toshin-group.com 

所在地 名古屋市中区栄３－４－２１ 

代表者 石田信文 

事業内容 移動体通信関連事業、不動産事業、リゾート事業 

資本金 ６９４百万円 

年商 ２６，２２４百万円（２９年４月期） 

従業員数 ２８８名 

ＰＲコメント 当社グループは、今後とも「有言実行」をモットーに、事業の拡大に

向け、果敢に挑戦を続けて参ります。  

移動体通信関連事業・不動産事業・リゾート事業を軸にお客様の生

活やビジネスがより豊かになるように、お客様へ満足度の高い商品

やサービスのご提案を続けていきます。 

 

発行企業名 株式会社カケン  http://www.e-kaken.co.jp/ 

所在地 名古屋市北区大杉一丁目４－１４ 

代表者 石原彰久 

事業内容 管工事業、スーパー銭湯経営 

資本金 １５０百万円 

年商 ６，２７１百万円（２９年３月期） 

従業員数 ３８８名 

ＰＲコメント 当社は昭和 22 年に設立して以来、空調衛生設備工事の施工を中

心としながら、創業から 80 年多くの実績を積み重ねてまいりました。

その中で近年のニーズに応えるべく省エネ対策設備・機器である

「浴槽循環ろ過システム」や「燃料油・重油・軽油」の燃焼効率を高

める KMI」の開発を行い、さらにその設備を使用したスーパー銭湯

の経営など、幅広い事業展開をしております。 

 

http://www.raglux.com/
http://www.toshin-group.com/
http://www.e-kaken.co.jp/


発行企業名 株式会社篠田製作所  http://www.shinoda-eng.co.jp 

所在地 岐阜市金園町３丁目１９番地２ 

代表者 篠田圭司 

事業内容 橋梁およびプラント製造業 

資本金 １００百万円 

ＰＲコメント 篠田製作所は大正元年の創業以来「モノづくり一筋」の会社です。

当社は「オーダーメイド」に拘り、「職人技」と「技術屋魂」といった「ヒ

トの五感」に頼った「モノづくり」をやっています。「モノづくり」の原点

はヒトにあるとの考えのもと、社員は「夢」と「誇り」を持って、地域社

会に貢献しています。  

 

発行企業名 オーモリニッセキ株式会社 

  http://www.omori-oil.com/corporation/omori-nisseki/ 

所在地 一宮市丹陽町九日市場字中田１２９ 

代表者 大森輝英 

事業内容 ガソリンスタンド経営 

資本金 ９０百万円 

年商 １２，４６４百万円（２９年４月期） 

従業員数 １１６名 

 

以 上 

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

http://www.shinoda-eng.co.jp/
http://www.omori-oil.com/corporation/omori-nisseki/

