
２０１９年６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」』（６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 

 

 ６月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：8件、670百万円） 

 

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 

東濃マシンツール 

渡邉 正樹 岐阜県瑞浪市須野志町２丁目６番地 

機械工具卸売業 ６０ ７ 

岐阜県立土岐商業高等学校 

株式会社 

加納 

加納 芳喜 岐阜県多治見市笠原町１６４７番地の３ 

内外装タイルの製造 

・販売業 
８０ ７ 

多治見市立笠原中学校 

タケムラ商事 

株式会社 

上野 実 
岐阜県岐阜市柳津町流通センター    

１丁目７番地１ 

鶏肉･鶏肉加工品の 

卸売業 
３００ ７ 

調整中 

朋和設備工業 

株式会社 

服部 宏 
愛知県名古屋市北区杉村 

１丁目２４番８号 

給排水・空調設備 

工事業 
５０ ５ 

名古屋市区まちづくり基金（北区） 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



 

6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 

（百万円） 
期 間（年） 

寄 贈 先 

株式会社 

加納 

加納 芳喜 岐阜県多治見市笠原町１６４７番地の３ 

内外装タイルの製造 

・販売業 
岐阜県 １００ ７ 

多治見市立笠原小学校 

 

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。 

   

 6月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：１件、70百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発行額（百万円） 期 間（年） 

服部産業株式会社 

服部 伸一 
愛知県名古屋市中区松原 

３丁目１３番３８号 

住宅資材の製造販売、

スポーツクラブ・スイミン

グスクールの経営 

７０ ７ 

 

株式会社日工 

中村 義弘 愛知県長久手市岩作落合１２番地９ 

昇降機据付工事業 ３０ ７ 

学校法人名工学園 名古屋工業高等学校 

株式会社 

エスディーエス 

島津 裕次 愛知県名古屋市港区知多１丁目１１８番 

電気通信工事業 ５０ ５ 

社会福祉法人愛燦会 あいさんテラス 

株式会社五合 

小川 宏二 愛知県春日井市大手町４丁目８番１０ 

塗装業 ６０ ７ 

小牧市立小牧南小学校 

健栄住宅商事 

株式会社 

長瀬 栄二郎 岐阜県高山市片原町２１番地 

不動産業 ４０ ７ 

調整中 



 

 

発行企業名 株式会社東濃マシンツール http://tonomachinetool.com 

所在地 岐阜県瑞浪市須野志町２丁目６番地 

代表者 渡邉 正樹 

事業内容 機械工具販売 

資本金 ３０百万円 

ＰＲコメント 当社は瑞浪市で機械工具を販売している会社です。どこよりも早い

対応と、ご要望の一歩先を提案する事をモットーにしており、お蔭

様で今年で 35 周年を迎える事ができました。これからも、ものづくり

現場のサポーターとして、地元との繋がりを大切にしながら成長し続

けたいと思っております。 

 

発行企業名 株式会社加納 

所在地 岐阜県多治見市笠原町１６４７番地の３ 

代表者 加納 芳喜 

事業内容 内外装タイルの製造・販売業 

 

発行企業名 タケムラ商事株式会社 https://www.takemura-chicken.com/sp/ 

所在地 岐阜県岐阜市柳津町流通センター１丁目７番地１ 

代表者 上野 実 

事業内容 鶏肉・鶏肉加工品の卸売 

資本金 ６０百万円 

年商 ７，５４９百万円（２０１８年９月期） 

従業員数 ９５名 

 

発行企業名 朋和設備工業株式会社 http://www.hoowaa.co.jp/ 

所在地 愛知県名古屋市北区杉村１丁目２４番８号 

代表者 服部 宏 

事業内容 給排水・空調設備工事業 

 

発行企業名 株式会社日工 http://wｗw.nikko-nt.co.jp 

所在地 愛知県長久手市岩作落合１２番地９ 

代表者 中村 義弘 

事業内容 昇降機据付工事業 

資本金 ６０百万円 

年商 ７５８百万円（２０１８年８月期） 

従業員数 ６２名 

ＰＲコメント 当社はエレベーター、エスカレーター、パーキングをはじめとする据

発行企業の概要 

http://tonomachinetool.com/
https://www.takemura-chicken.com/sp/
http://www.hoowaa.co.jp/
http://www.nikko-nt.co.jp/


付工事からメンテナンスまで対応するプロフェッショナルなグループ

企業です。「若いパワー・能力を活かし、安全・品質第一に社会に

貢献する企業を創る」の企業理念をもとに社会に貢献していきたい

と思います。 

 

発行企業名 株式会社エスディーエス  

所在地 愛知県名古屋市港区知多１丁目１１８番 

代表者 島津 裕次 

事業内容 電気通信工事業 

 

発行企業名 株式会社五合 http://www.gogoh.jp/ 

所在地 愛知県春日井市大手町４丁目８番１０ 

代表者 小川 宏二 

事業内容 塗装業 

資本金 ２５百万円 

年商 ２６７百万円（２０１９年３月期） 

従業員数 ７２名 

ＰＲコメント 私達は、水だけで汚れを落とせる超親水性無機塗料ゼロクリアと、

天井クレーン安全システム zenの国際特許・商標を取得し製造販売

しております。 

そのような製品は、傍に、能力が低い人が周りに居たとしても、決し

て見捨てることなく、「その人の分まで私が頑張る！」そういう気概を

持てる社員から創られております。 

自分ではなく、先ず、周りの人を幸せにしたい、その力を信じたい！

そんな人との心の集まり五合にご期待下さい！ 

 

発行企業名 健栄住宅商事株式会社 http://www.e-kenei.co.jp/ 

所在地 岐阜県高山市片原町２１番地 

代表者 長瀬 栄二郎 

事業内容 不動産業 

資本金 １０百万円 

年商 ５４７百万円（２０１８年７月期） 

従業員数 １６名 

ＰＲコメント 当社は多くのお客様にお力添えいただき、創業６０周年を迎え

ることができました。不動産の仲介取引を事業の柱とし、飛騨

高山を拠点としながら日本全国で事業を展開しております。

「喜びあふれる人と人とのつながりを創生し、社会の健全な発

展に寄与する」という経営理念の下、１００周年に向かって邁

進してまいります。 

 

http://www.gogoh.jp/
http://www.e-kenei.co.jp/


発行企業名 服部産業株式会社 http://www.hattori-sangyo.co.jp 

所在地 愛知県名古屋市中区松原３丁目１３番３８号 

代表者 服部 伸一 

事業内容 住宅資材の製造販売、スポーツクラブ・スイミングスクールの

経営 

資本金 ８８百万円 

 

以上 

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

http://www.hattori-sangyo.co.jp/

