
平成３１年３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」』（３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 

 

 ３月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：９件、９１０百万円） 

 

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 

小西砕石工業所 

小西 一輝 加茂郡坂祝町取組 1番地 1 

砕石業 ５０ ５ 

坂祝町立坂祝小学校 

大東乳業株式会社 

佐橋 正張 各務原市松本町２丁目４６６番地 

清涼飲料水製造業 ３００ ５ 

岐阜県立岐阜工業高等学校 

有限会社 

ル・スリジェダムール 

洋菓子店 

河合 真一 岐阜市北一色四丁目４番３０号 

洋菓子製造・販売 ５０ ５ 

調整中 

株式会社久田見製作所 

岡田 邦春 可児郡御嵩町上恵土１９１番地の２ 

電子基板製造業 ３０ ７ 

－ 

明倫運輸株式会社 

中村 吉之 東海市名和町五番割３番地の１ 

一般貨物自動車運送業 １００ ３ 

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 



 

 

３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 

（百万円） 
期 間（年） 

寄 贈 先 

アップウィッシュ 

株式会社 

近藤 隆仁 岡崎市羽根町字陣場３０３番地 

不動産販売業 愛知県 ５０ ５ 

愛知県立岡崎特別支援学校 

 

 

なお、上記の『じゅうろくＳＤＧｓ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、あわせてお知らせします。 

   

 ３月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：１件、３０百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発行額（百万円） 期 間（年） 

千成工業株式会社 

木村 典雄 小牧市高根二丁目４８９番地の１ 

一般機械設備 

製缶鈑金業 
３０ ３ 

日興薬品工業株式会社 

加納 巖 名古屋市天白区原二丁目２７０１番地 

清涼飲料製造業 １５０ ７ 

－ 

株式会社岡建 

岡 謙次 
名古屋市中川区上脇町２丁目 

６５番地の２ 

内装工事業 ５０ ７ 

名古屋市立篠原小学校 

株式会社山豊工建 

山佳 永吉 豊田市汐見町二丁目８７番８ 

建築工事業 １００ ５ 

－ 

フジプレコン株式会社 

松林 神秀 知多郡武豊町字四畝４０番地の９ 

コンクリート二次製品 

製造販売 
８０ ７ 

－ 



 

発行企業名 株式会社小西砕石工業所 http://www.konishi-saiseki.co.jp/ 

所在地 加茂郡坂祝町取組１番地１ 

代表者 小西 一輝 

事業内容 砕石業 

資本金 ９６．８百万円 

年商 ２，５５１百万円（平成３０年９月期） 

従業員数 ６６名 

 

 

発行企業名 大東乳業株式会社 http://www.daitonyugyo.co.jp/ 

所在地 各務原市松本町２丁目４６６番地 

代表者 佐橋 正張 

事業内容 清涼飲料水製造業 

資本金 ５０百万円 

年商 ９，６５６百万円（平成３０年１０月期） 

従業員数 ４９名 

ＰＲコメント 「体に取り込むものだからこそ、よりよいものを！」。 

当社は昭和３０年の創業から今日に至るまで「体に優しく、心におい

しい総合飲料メーカー」を目指し、清涼飲料水、アルコール飲料な

どの缶飲料の開発に取り組んできました。近年ではボトル缶飲料、

パウチゼリー飲料等の、時代のニーズに合わせた健康飲料を中心

に、総合飲料メーカーとして日々精進しています。 

 

 

 

 

 

 

発行企業名 有限会社ル・スリジェダムール洋菓子店 

http://cerisierdamour.com/ 

所在地 岐阜市北一色四丁目４番３０号 

代表者 河合 真一 

事業内容 洋菓子製造・販売 

発行企業名 株式会社久田見製作所 

所在地 可児郡御嵩町上恵土１９１番地の２ 

代表者 岡田 邦春 

事業内容 電子基板製造業 

発行企業の概要 

http://www.konishi-saiseki.co.jp/
http://www.daitonyugyo.co.jp/
http://cerisierdamour.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行企業名 明倫運輸株式会社 http://www.meirin.com/ 

所在地 東海市名和町五番割３番地の１ 

代表者 中村 吉之 

事業内容 一般貨物自動車運送業 

資本金 １０百万円 

年商 １，０６６百万円（平成３０年３月期） 

従業員数 ７８名 

発行企業名 日興薬品工業株式会社  

所在地 名古屋市天白区原二丁目２７０１番地 

代表者 加納 巖 

事業内容 清涼飲料製造業 

発行企業名 株式会社岡建 

所在地 名古屋市中川区上脇町２丁目６５番地の２ 

代表者 岡 謙次 

事業内容 内装工事業 

資本金 ３百万円 

年商 １，７６３百万円（平成３０年１１月期） 

従業員数 １７名 

発行企業名 株式会社山豊工建  

所在地 豊田市汐見町二丁目８７番８ 

代表者 山佳 永吉 

事業内容 建築工事業 

発行企業名 フジプレコン株式会社  

所在地 知多郡武豊町字四畝４０番地の９ 

代表者 松林 神秀 

事業内容 コンクリート二次製品製造販売 

http://www.meirin.com/


 

 

 

 

以上 

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

発行企業名 アップウィッシュ株式会社 http://up-wish.co.jp/ 

所在地 岡崎市羽根町字陣場３０３番地 

代表者 近藤 隆仁 

事業内容 不動産販売業 

資本金 ８０百万円 

年商 ５，８６１百万円（平成３０年３月期） 

従業員数 ７４名 

ＰＲコメント アップウィッシュグループは、一昨年、企業の節目でもある創立３０

周年を迎えることができました。これもひとえに皆様のご支援、ご愛

顧の賜物と心から感謝いたしております。当社グループでは、これ

からもお客様に向き合う企業として、市場で求められることをしっかり

と捉え、サービス、商品の質の向上に力を入れ、更なる上のステー

ジを目指してまいります。 

発行企業名 千成工業株式会社 http://sennari.aichi.jp/ 

所在地 小牧市高根二丁目４８９番地の１ 

代表者 木村 典雄 

事業内容 一般機械設備製缶鈑金業 

資本金 １０百万円 

従業員数 １３名 

ＰＲコメント １９５２年設立 

確かな技術とモノづくりの心を持った我々若い世代が新たな分野へ

チャレンジ。製缶・鈑金・一般機械設備製造を主としたお客様を第

一に考えたモノづくり企業です。 

http://up-wish.co.jp/
http://sennari.aichi.jp/

