
平成３０年３月２６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」』（３月２６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 

 

 ３月２６日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計： １７件、１，１４０百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発行額（百万円） 期 間（年） 

寄 贈 先 寄 贈 品 

株式会社セレス 

尾関 光彦 岐阜市六条北４丁目１９番１２号 

業務用食品卸 ５０百万円 ５年 

岐阜県立岐阜高等学校 調整中 

株式会社ヤマガタヤ 

吉田 達弘 名古屋市中区正木一丁目１番４号 

建材卸売業 ５０百万円 ５年 

岐阜県立 

岐阜工業高等学校 
調整中 

岐阜精工株式会社 

安田 成行 安八郡安八町南條１２９０番地１ 

産業用専用設備機械 

設計製造業 
１００百万円 ３年 

調整中 調整中 

大東化工株式会社 

神山 公一 岐阜市折立３６４番地１ 

紙製品製造業 ５０百万円 ５年 

岐阜県立 

岐南工業高等学校 
調整中 

株式会社 

タイヤショップ早野 

鍔本 雅巳 本巣市三橋１１０１番地１ 

タイヤ・ホイール販売業 ３０百万円 ７年 

本巣市立真桑小学校 調整中 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



仲谷住宅株式会社 

仲谷 隆博 岐阜市鍵屋西町２丁目３６番地 

建築工事業 ５０百万円 ７年 

岐阜県立 

岐阜北高等学校 
調整中 

田中社寺株式会社 

田中 敬二  岐阜市加納東丸町二丁目２０番地 

文化財保存修理業 １００百万円 ７年 

岐阜市立加納小学校 調整中 

協和建設株式会社 

永原 孝哉 各務原市神置町３丁目５番地 

総合建築業 １００百万円 ５年 

調整中 調整中 

大丸開発株式会社 

臼井 泉仁 羽島郡岐南町上印食８丁目８２番地 

住宅分譲業 ２００百万円 ７年 

調整中 調整中 

株式会社佐藤工業 

佐藤 正夫 可児郡御嵩町御嵩２１９３番地１０１ 

鋳物加工業 ３０百万円 ５年 

御嵩町立御嵩小学校 金員 

株式会社フタダ 

小林 龍彦 土岐市肥田町肥田２２４７番地２０ 

陶磁器製造業 ５０百万円 ５年 

土岐市立肥田小学校 金員 

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 ３０百万円 ５年 

愛知県立 

小牧工業高等学校 
調整中 

株式会社 

大鹿シヤーリング工業所 

大鹿 公也 名古屋市中川区舟戸町４番１号 

シャーリング業 ３０百万円 ５年 

調整中 調整中 

セント・グループ 

株式会社 

暮沼 伸太郎 名古屋市緑区平手北２丁目１１０番地 

建設業 ３０百万円 ７年 

調整中 調整中 

キムラ制御システム 

株式会社 

木村 清豪 愛知郡東郷町諸輪北山１１１番地５１ 

制御盤製造業 ４０百万円 ７年 

調整中 調整中 



 

 

 ３月２６日発行分 保証協会の保証付私募債（合計：３件、１８０百万円） 

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 

丸中中部運送株式会社 

神戸 一光 
岐阜市柳津町流通センター 

２丁目７番地の１ 

一般貨物自動車 

運送事業 
岐阜市 ５０百万円 ５年 

調整中 調整中 

中村精工株式会社 

渡邉 章 岐阜市柳津町北塚 4丁目 41番地の 3 

金型設計・製造業 岐阜市 １００百万円 ５年 

岐阜県立 

岐阜工業高等学校 
調整中 

株式会社富士商行 

金光 博彦 春日井市桃山町３丁目１９１番地 

産業廃棄物処理業 愛知県 ３０百万円 ７年 

春日井市民病院 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。 

 

 

 ３月２６日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：５件、３６０百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発行額（百万円） 期 間（年） 

桂川電工株式会社 

桂川 卓也 下呂市萩原町上村７８８－１ 

電気工事・電気通信工

事・消防施設工事等の

設計・施工 
３０百万円 ７年 

美吉建設株式会社 

吉川 貴祥 稲沢市松下一丁目１４番１１号 

建設業 １００百万円 ５年 

調整中 調整中 

株式会社メイリン 

中村 吉之 名古屋市中区丸の内１丁目９－８ 

倉庫管理業 １００百万円 ２年 

調整中 調整中 



株式会社 

ワイエートレード 

浅野 芳郎 岐阜市藪田南５丁目１６番１７号 

婦人服製造・商社業 １００百万円 ７年 

株式会社コモ 
木下 克己 小牧市大字村中字下之坪５０５番地の１ 

パン・菓子製造業 １００百万円 ５年 

東海土地建物株式会社 
粂 善夫 安城市三河安城本町二丁目１番地４ 

不動産賃貸仲介業 ３０百万円 ５年 

イワクラゴールデンホーム

株式会社 

飯田 元征 名古屋市港区新川町二丁目１番地 

戸建・マンション分譲 １００百万円 ５年 

 

 

 

 

 

 

 ３月２６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） 

株式会社野田建設 
野田 康彦 関市緑ケ丘２－５－７８ 

建設業 岐阜県 ５０百万円 ７年 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行企業名 株式会社セレス  http://www.ceres-group.co.jp/ 

所在地 岐阜市六条北４丁目１９番１２号 

代表者 尾関 光彦 

事業内容 業務用食品卸売業 

資本金 ９０百万円 

年商 １，２７９百万円（２９年７月期） 

従業員数 ４４名 

PR コメント 自家製焙煎コーヒー・製菓製パン材料・カフェレストラン材料の商社

です。 今後は、原材料の提案だけではなく、レシピ提案・店舗設

計・厨房提案を通じ、お客様の発展をお手伝いします。 

 

発行企業の概要 

http://www.ceres-group.co.jp/


発行企業名 株式会社ヤマガタヤ  http://www.yamagataya-group.co.jp/ 

所在地 名古屋市中区正木一丁目１番４号 

代表者 吉田 達弘 

事業内容 建材卸売業 

資本金 ８０百万円 

年商 ８８億円（２９年６月期） 

従業員数 １５８名 

PR コメント 弊社は平成３０年２月２３日に創業百周年を迎えることができました。

創業当時は山林経営であったものが、時代の変化と共に業態も変

化を遂げ、住宅建築にかかわる資材納入、建築工事、非住宅の内

装・外装工事、設備機器の取付工事、リフォーム事業、さらには住

宅の全館空調工事ならびに住宅建設にも分野を拡大して参りまし

た。社是「誠実・和親・努力」のもと、社員一同、決意も新たに、これ

からの１００年へ向かっていきたいと考えております。 

 

発行企業名 岐阜精工株式会社  http://www.gifuseiko.jp/ 

所在地 安八郡安八町南條１２９０番地１ 

代表者 安田 成行 

事業内容 産業用専用設備機械設計製造業 

PR コメント 当社は創業以来、自働化・省力化を推進する専用機開発におい

て、エンジニアが開発から設計・製作・据付までを統括するプロジェ

クト型開発、一貫生産方式による徹底したコスト管理、柔軟かつ先

進的なモノづくりを実践しております。全社員がお客様満足へ貢献

するべく、日々研鑽しております。 

 

発行企業名 大東化工株式会社 

所在地 岐阜市折立３６４番地１ 

代表者 神山 公一 

事業内容 紙製品製造業 

 

発行企業名 株式会社タイヤショップ早野  http://www.t-hayano.com/ 

所在地 本巣市三橋１１０１番地１ 

代表者 鍔本 雅巳 

事業内容 タイヤ・ホイール販売業 

資本金 １０百万円 

年商 ４９４百万円（２９年３月期）  

従業員数 ２０名 

 

 

http://www.yamagataya-group.co.jp/
http://www.gifuseiko.jp/
http://www.t-hayano.com/


発行企業名 仲谷住宅株式会社  https://www.nakaya-jyutaku.co.jp/ 

所在地 岐阜市鍵屋西町２丁目３６番地 

代表者 仲谷 隆博 

事業内容 建築工事業 

資本金 １０百万円 

年商 ４４２百万円（２９年４月期） 

従業員数 ８名 

PR コメント 弊社は昭和４７年に父親が創業し、小さいながらも沢山の住宅・リフ

ォームのご依頼を頂き、その一軒一軒が宝物として長いお付き合い

を頂いております。中にはお父様が造った自宅を息子様が建替え

た例もあり、リピート率は９０％を超え私達の誇りとなっております。三

井ホームの指定工務店として技量を高め、今後も一棟一棟心を込

めた仕事をして参ります。 

 

 

発行企業名 田中社寺株式会社  http://www.tanakashaji.co.jp/ 

所在地 岐阜市加納東丸町二丁目２０番地 

代表者 田中 敬二 

事業内容 文化財保存修理業 

資本金 ２０百万円 

年商 １，２８５百万円（２９年 5月期） 

従業員数 ３８名 

PR コメント 弊社は「職人どころであれ」という経営理念のもと国宝、重要文化財

の補修木工事、屋根工事を主業としている建設業者です。日本の

建築物には世界に誇るべき技と心が息づいています。私達は歴史

を刻み続けてきた古建築の復元に一貫して取り組んできました。そ

して、先人たちの格闘の結晶として生まれた貴重な文化財を後世に

伝えていくべくさらなる研鑽を続けています。  

 

 

発行企業名 協和建設株式会社  

http://www.kyowa-kensetsu.jp/flash/moto.html 

所在地 各務原市神置町３丁目５番地 

代表者 永原 孝哉 

事業内容 総合建築業 

資本金 ７５百万円 

年商 ５，７１９百万円（２８年１２月期） 

従業員数 ８０名 

 

https://www.nakaya-jyutaku.co.jp/
http://www.tanakashaji.co.jp/
http://www.kyowa-kensetsu.jp/flash/moto.html


発行企業名 大丸開発株式会社  http://www.daimaru-d.jp/ 

所在地 羽島郡岐南町上印食８丁目８２番地 

代表者 臼井 泉仁 

事業内容 住宅分譲業 

資本金 ９０百万円 

年商 ７，０１２百万円（２９年９月期） 

従業員数 ３７名 

 

 

発行企業名 株式会社佐藤工業 

所在地 可児郡御嵩町御嵩２１９３番地１０１ 

代表者 佐藤 正夫 

事業内容 鋳物加工業 

資本金 ５百万円 

年商 ２４５百万円（２９年９月期） 

従業員数 １３名 

 

 

発行企業名 株式会社フタダ  http://www.futada.jp/ 

所在地 土岐市肥田町肥田２２４７番地２０ 

代表者 小林 龍彦 

事業内容 陶磁器製造業 

資本金 ９百万円 

年商 ６６４百万円 

従業員数 ６７名 

 

 

発行企業名 株式会社アイオー・エム http://i-o-m.co.jp/ 

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 株式会社大鹿シヤーリング工業所 

所在地 名古屋市中川区舟戸町４番１号 

代表者 大鹿 公也 

事業内容 シャーリング業 

 

 

http://www.daimaru-d.jp/
http://www.futada.jp/
http://i-o-m.co.jp/


発行企業名 セント･グループ株式会社 

所在地 名古屋市緑区平手北２丁目１１０番地 

代表者 暮沼 伸太郎 

事業内容 建設業 

資本金 ３０百万円 

年商 ３，１８７百万円（平成２９年５月期） 

従業員数 ２１名 

 

発行企業名 キムラ制御システム株式会社 http://www.kimuraseigyo.com/ 

所在地 愛知県愛知郡東郷町諸輪北山１１１番地５１ 

代表者 木村 清豪 

事業内容 制御盤製造業 

資本金 １０百万円 

年商 ６２３百万円（平成２９年５月期） 

従業員数 ３５名 

ＰＲコメント 制御盤に関することなら設計から電気工事まで一貫して受注し、品

質を追求した上で低コストを実現します。当社ならではの新しい発

想から生まれる新次元のご提案に加え、受注・納期管理・品質維

持・稼動までのお客様の負担を大幅に軽減します。魅力的な製品を

作り続ける企業を磐石な体制へと導くものであるということを肝に銘

じて邁進して参ります。  

 

発行企業名 美吉建設株式会社 http://miyoshi-kk.com/index.html 

所在地 稲沢市松下一丁目１４番１１号 

代表者 吉川 貴祥 

事業内容 建設業 

 

発行企業名 株式会社メイリン http://www.meirin.com/ 

所在地 名古屋市中区丸の内１丁目９－８ 

代表者 中村 吉之 

事業内容 倉庫管理業 

資本金 １０百万円 

 

発行企業名 丸中中部運送株式会社 

所在地 岐阜市柳津町流通センター２丁目７番地の１ 

代表者 神戸 一光 

事業内容 一般貨物自動車運送事業 

資本金 ９７．５百万円 

 

http://www.kimuraseigyo.com/
http://miyoshi-kk.com/index.html
http://www.meirin.com/


発行企業名 中村精工株式会社 

所在地 岐阜市柳津町北塚 4丁目 41番地の 3 

代表者 渡邉 章 

事業内容 金型設計・製造業 

PR コメント プラスチック射出金型メーカーの中村精工が最も大切にしたいのは

人材です。人材のモチベーションが低い会社で良い製品が製造で

きるとは思えないからです。社員教育に力を入れ、作業環境を良い

ものにし、社員が生き生きと働ける職場づくりを目指します。そして

技術力に優れた魅力ある金型の製造を目指し日々努力を続けて行

きます。 

 

 

発行企業名 株式会社富士商行  http://www.fujishokou.co.jp/ 

所在地 春日井市桃山町３丁目１９１番地 

代表者 金光 博彦 

事業内容 産業廃棄物処理業 

資本金 ４１百万円 

年商 ２９７百万円（平成２９年３月期） 

従業員数 ２９人 

 

 

発行企業名 桂川電工株式会社  http://k-denkou.com/ 

所在地 下呂市萩原町上村７８８－１ 

代表者 桂川 卓也 

事業内容 電気工事・電気通信工事・消防施設工事等の設計・施工 

資本金 ２０百万円 

年商 ２８５百万円（２９年４月期） 

従業員数 １７名 

PR コメント 私たちは、お客様に満足いただける「真心を込めた、あたたかいサ

ービス」の提供をモットーに、ちょっとした工事（電球交換、コンセント

増設等）から大規模な工事まで対応し、お客様に満足していただけ

る品質を提供し続けていけるように取り組んでいます。 

 

 

発行企業名 株式会社ワイエートレード 

所在地 岐阜市藪田南５丁目１６番１７号 

代表者 浅野 芳郎 

事業内容 婦人服製造・商社業 

 

http://www.fujishokou.co.jp/
http://k-denkou.com/


発行企業名 株式会社コモ 

所在地 小牧市大字村中字下之坪５０５番地の１ 

代表者 木下 克己 

事業内容 パン・菓子製造業 

 

発行企業名 東海土地建物株式会社 

所在地 安城市三河安城本町二丁目１番地４ 

代表者 粂 善夫 

事業内容 不動産賃貸仲介業 

資本金 １０百万円 

年商 １３３百万円（平成２９年９月期） 

従業員数 ３人 

 

発行企業名 イワクラゴールデンホーム株式会社 

所在地 名古屋市港区新川町二丁目１番地 

代表者 飯田 元征 

事業内容 戸建・マンション分譲 

 

発行企業名 株式会社野田建設 https://www.nodakensetsu.co.jp/ 

所在地 関市緑ケ丘２－５－７８ 

代表者 野田 康彦 

事業内容 建設業 

 

 

以 上 

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

 

 

https://www.nodakensetsu.co.jp/

