
平成３０年１２月２５日 

各位 

株式会社 十六銀行 

 

じゅうろくＳＤＧｓ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ＳＤＧｓ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。 

本商品は、「ＳＤＧｓの趣旨」と「ＳＤＧｓ私募債の取組み」に賛同いただいた企業さまが私

募債を発行することで、ＳＤＧｓに資する学校や病院・団体等へ物品や金員の寄贈・寄付が行わ

れ、お客様の資金調達とＳＤＧｓに対する活動を同時に支援する仕組みとなっています。 

当行は、本商品を通じた取組みにより、今後とも発行企業さまと持続可能な地域社会づくりや地

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： １５件、 １，１７０百万円） 

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 

プライスオクト山岸 

山岸 浩史 岐阜市鏡島精華三丁目１３番６号 

仮設足場工事業 ３０ ３ 

― 

株式会社朝日輸送 

渡邊 作治 瑞穂市本田２１２番地１ 

運送業 ５０ ５ 

瑞穂市 

高山清掃事業株式会社 

柿本 公秀 高山市本母町３６５番地 

一般廃棄物収集・ 

運搬業 
３０ ３ 

― 

新世日本金属株式会社 

砂木 荘司 岐阜市岩滝東３丁目２３番地の１ 

鋼材切断加工業 ３００ ７ 

岐阜市  

新世日本金属株式会社 

砂木 荘司 岐阜市岩滝東３丁目２３番地の１ 

鋼材切断加工業 ２００ ７ 

各務原市 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



 

株式会社マサミ 

 

岸野 昌人 可児市塩河２７５６番地の５ 

製造業 ３０ ５ 

― 

大山商事株式会社 

右田 茂 岩倉市北島町東切３０番地１ 

業務用洗濯資材・機材

の卸売販売及びコイン

ランドリーの販売・施工 

３０ ３ 

岩倉市立岩倉中学校 

株式会社岩倉組 

柴山 典敬 岩倉市西市町桝東７番地の１７ 

軌道業 ３０ ７ 

岩倉市立岩倉南小学校 

株式会社 

岐阜エヌ・テー・エヌ 

加藤 幸一 一宮市せんい二丁目２番地１ 

機械部品卸販売 ５０ ７ 

麗澤瑞浪中学・高等学校 

株式会社矢神自動車 

矢神 典昌 
名古屋市中川区富田町大字千音寺 

３１５２番地 

自動車販売修理業 ３０ ５ 

― 

有限会社 

東海維持管理興業 

田端 浩之 半田市瑞穂町５丁目５番２１ 

下水道維持管理 ３０ ２ 

名古屋市立大池保育園 

株式会社 

夢のおてつだい 

山佳 永吉 豊田市元宮町五丁目８番地２ 

不動産業 ２００ ５ 

― 

株式会社植田自動車 

植田 邦仁 豊田市御立町３丁目１１番地２ 

車両修理及び整備業 ３０ ５ 

― 

株式会社ワード 

丹後 浩尚 名古屋市港区藤前五丁目５１４番地 

金属工作機械製造業 １００ ７ 

名古屋市立南陽小学校 

株式会社荒新機工 

新谷 匡人 一宮市小赤見字戌亥８６番地 

重量物運搬・ 

据付・解体業 
３０ ５ 

調整中 



 １２月２５日発行分 保証協会の保証付私募債（合計： １件、 ３０百万円） 

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 

テムスシステム 

安藤 伸一 岐阜市薮田南４丁目１６番地６ 

機械設計業 岐阜市 ３０ ５ 

岐阜県立岐阜工業高等学校 

 

 

発行企業名 株式会社プライスオクト山岸 

所在地 岐阜市鏡島精華三丁目１３番６号 

代表者 山岸 浩史 

事業内容 仮設足場工事業  

 

発行企業名 株式会社朝日輸送 

所在地 瑞穂市本田２１２番地１ 

代表者 渡邊 作治 

事業内容 運送業 

 

発行企業名 高山清掃事業株式会社 

所在地 高山市本母町３６５番地 

代表者 柿本 公秀 

事業内容 一般廃棄物収集・運搬業 

 

発行企業名 新世日本金属株式会社 https://shinseinihon-k.com/ 

所在地 岐阜市岩滝東３丁目２３番地の１ 

代表者 砂木 荘司 

事業内容 鋼材切断加工業 

ＰＲコメント 建造物、鉄道や工作機械などに使われ、生活を支える「鉄の板」を

切断しています。どんなに強固な鉄も加工なしには使えません。『切

る人がいるから鉄は使える』の心意気で、最先端の設備・機械にて

難度の高い仕事にチャレンジしています。 

 

発行企業名 株式会社マサミ http://www.masami.co.jp/ 

所在地 可児市塩河２７５６番地の５ 

代表者 岸野 昌人 

事業内容 製造業 

発行企業の概要 

https://shinseinihon-k.com/
http://www.masami.co.jp/


発行企業名 大山商事株式会社 

所在地 岩倉市北島町東切３０番地１ 

代表者 右田 茂 

事業内容 業務用洗濯資材・機材の卸売販売及びコインランドリーの販売・施工 

 

発行企業名 株式会社岩倉組 

所在地 岩倉市西市町桝東７番地の１７ 

代表者 柴山 典敬 

事業内容 軌道業 

 

発行企業名 株式会社岐阜エヌ・テー・エヌ http://www.gifu-ntn.co.jp/ 

所在地 一宮市せんい二丁目２番地１ 

代表者 加藤 幸一 

事業内容 機械部品卸販売 

資本金 １０百万円 

年商 ６６９百万円（平成３０年３月期） 

従業員数 ９名 

 

発行企業名 株式会社矢神自動車 

所在地 名古屋市中川区富田町大字千音寺３１５２番地 

代表者 矢神 典昌 

事業内容 自動車販売修理業 

 

発行企業名 有限会社東海維持管理興業 http://tmcweb.net/ 

所在地 半田市瑞穂町５丁目５番２１ 

代表者 田端 浩之 

事業内容 下水道維持管理 

資本金 １０百万円 

年商 ９３１百万円（平成３０年６月期） 

従業員数 ３２名 

ＰＲコメント 当社は、公共下水道施設の維持工事を中心に活動しています。道

路を掘らずに下水道を内側から蘇らせる技術「管更生工」において

は、中部地区 NO.1の施工実績を上げており、高水準・高品質を守

るために日々努力し、地域の水環境を守るという使命を持って、地

域の人々の心地よい生活環境を縁の下から支えています。 

 

 

 

 

http://www.gifu-ntn.co.jp/
http://tmcweb.net/


発行企業名 株式会社夢のおてつだい https://yumenootetsudai.com/ 

所在地 豊田市元宮町五丁目８番地２ 

代表者 山佳 永吉 

事業内容 不動産業 

 

発行企業名 株式会社植田自動車 

所在地 豊田市御立町３丁目１１番地２ 

代表者 植田 邦仁 

事業内容 車両修理及び整備業 

 

発行企業名 株式会社ワード http://www.word-factory.co.jp/ 

所在地 名古屋市港区藤前五丁目５１４番地 

代表者 丹後 浩尚 

事業内容 金属工作機械製造業 

資本金 １０百万円 

年商 １，４０８百万円（平成３０年７月期） 

従業員数 ２９名 

 

発行企業名 株式会社荒新機工 http://www.koushinkikou.co.jp/ 

所在地 一宮市小赤見字戌亥８６番地 

代表者 新谷 匡人 

事業内容 重量物運搬・据付・解体業 

 

発行企業名 株式会社テムスシステム http://www.tems-s.com/ 

所在地 岐阜市薮田南４丁目１６番地６ 

代表者 安藤 伸一 

事業内容 機械設計業 

資本金 １０百万円 

年商 ５４７百万円（平成３０年４月期） 

従業員数 ７６名 

ＰＲコメント 当社は、１９８５年に岐阜の地で創業し、３３年間お客様のお陰で機

械設計請負業務と技術者派遣業務に従事しております。毎年、地

域貢献活動として地元の工業高校からインターンシップ研修生を受

け入れております。今後とも地方創生を担う人材の育成を積極的に

取組んでまいります。 

 

以 上   

 

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

https://yumenootetsudai.com/
http://www.word-factory.co.jp/
http://www.koushinkikou.co.jp/
http://www.tems-s.com/

