
２０１９年７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」』（７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 

 

 ７月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：８件、３７０百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発行額（百万円） 期 間（年） 

寄 贈 先 

株式会社カネス 

酒井 正元 岐阜県土岐市駄知町９７７番地７ 

陶磁器卸売業 ５０ ７ 

土岐市立駄知公民館 

有限会社 

フォーユーハウス 

波多野 和徳 岐阜県羽島市舟橋町６３６番地８ 

建築・不動産業 ３０ ５ 

羽島市立福寿小学校 

アーテック株式会社 

戸﨑 政重 岐阜県岐阜市柳津町梅松４丁目１２４番地 

和紙製品加工卸売業 ８０ ７ 

学校法人佐々木学園鶯谷中学・高等学校 

トルクシステム株式会社 

北原 真一 愛知県大府市追分町５丁目２２５ 

工具卸売業 ５０ ５ 

社会福祉法人大府市社会福祉協議会 

株式会社弘文社 

坪内 弘俊 岐阜県岐阜市宇佐南４丁目９番１０号 

印刷業 ３０ ５ 

義務教育学校白川村立白川郷学園 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



 

７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） 

 

 

 

発行企業名 株式会社カネス http://www.kanesuweb.co.jp 

所在地 岐阜県土岐市駄知町９７７番地７ 

代表者 酒井 正元 

事業内容 陶磁器卸売業 

資本金 １０百万円 

年商 ４６３百万円（２０１８年８月期） 

従業員数 １４名 

ＰＲコメント  当社は１９６０年の創業以来、美濃焼産地ならではの利点、経験を

生かし「うつわ」に関する様々な商品とサービスを提供しておりま

す。事業内容はオリジナル食器の企画・製作、陶磁器製ノベルティ

商品の企画、販売など多岐に渡ります。樹脂製品にはない磁器な

らではの光沢品格を用い強くて安全、清潔な食器を提供しておりま

す。 

株式会社大瀬化成 

瀬口 弘樹 岐阜県美濃市乙狩１４７３番地１ 

発泡スチロール製品製

造・販売 
５０ ７ 

特別養護老人ホームみのがみの郷 

第一ハウジング 

株式会社 

宮島 栄一 愛知県名古屋市中区栄４丁目１５番２３号 

不動産業 ５０ ４ 

名古屋市立北高等学校 

株式会社大輝 

網谷 仁 
愛知県名古屋市熱田区四番１丁目１４番

１７号 

不動産売買業（除く住宅

分譲） 
３０ ７ 

調整中 

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 

株式会社堀井工務店 

堀井 敏夫 岐阜県恵那市上矢作町７７２番地の１ 

総合建設業 岐阜県 ３０ ７ 

上矢作地域自治連合会 

発行企業の概要 

 

http://www.kanesuweb.co.jp/


 

発行企業名 有限会社フォーユーハウス http://www.foryou-h.jp/ 

所在地 岐阜県羽島市舟橋町６３６番地８ 

代表者 波多野 和徳 

事業内容 建築・不動産業 

資本金 ３百万円 

年商 ４３９百万円（２０１９年２月期） 

従業員数 ５名 

ＰＲコメント 当社は、羽島市内を中心に宅地販売と住宅建設を手がける会社で

す。希望の住宅用地を探せなくて、家を諦める事のないように、駐

車場３台以上、陽当りなど良質な土地のデザインから始める家作り

をモットーに、お客様の夢を具現化する会社です。 

 

 

 

発行企業名 アーテック株式会社 http://wｗw.yu-zen.co.jp 

所在地 岐阜県岐阜市柳津町梅松４丁目１２４番地 

代表者 戸﨑 政重 

事業内容 和紙製品加工卸売業 

 

 

発行企業名 トルクシステム株式会社 http://wｗw.torque-system.jp 

所在地 愛知県大府市追分町５丁目２２５番地 

代表者 北原 真一 

事業内容 工具卸売業 

資本金 １０百万円 

年商 １，５６８百万円（２０１８年１２月期） 

従業員数 ３８名 

ＰＲコメント  当社は油圧トルクレンチをはじめとした、大口径ボルト締付ツール

の販売・レンタルをメインにボルトのモミ取りなどの関連工事も行う

「ボルティング総合メーカー」です。 

また環境に配慮した関連製品の取り扱いなど、ESG の観点から社

会と時代に合わせた会社運営を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foryou-h.jp/
http://www.yu-zen.co.jp/
http://www.torque-system.jp/


 

発行企業名 株式会社弘文社 http://www.kohbunsha1975.com 

所在地 岐阜県岐阜市宇佐南４丁目９番１０号 

代表者 坪内 弘俊 

事業内容 印刷業 

資本金 １０百万円 

年商 １，３２４百万円（２０１８年７月期） 

従業員数 ７３名 

ＰＲコメント 「今以上」をモットーに！！想うはあなたのお客様。 

印刷物ができあがるまでには、企画・デザイン・製販・印刷・加工な

ど、とても複雑な工程があります。 

お客様が満足していただける商品を作るために、私たちがベストな

ご提案をさせていただきます。 

 

 

発行企業名 株式会社大瀬化成 

http://www.mino-cci.or.jp/plastic/m/osekasei,co,ltd/top.htm 

所在地 岐阜県美濃市乙狩１４７３番地１ 

代表者 瀬口 弘樹 

事業内容 発泡スチロール製品製造・販売 

ＰＲコメント 当社は１９６４年にスピーカーコーン紙を製造する企業組合として創

業し、その後、発泡スチロール製品の製造事業に転換しました。当

初は「家電製品の緩衝材・保冷箱」という用途でありましたが、後に

埋立用土木ブロック・橋桁ボイド材・トイレ廻りの結露防止材・住宅

用換気システム内の部材など、幅広い分野に構造物としての用途

を広げ、現代社会に貢献しています。 

 

 

発行企業名 第一ハウジング株式会社 http://www.daiichihousing.com 

所在地 愛知県名古屋市中区栄４丁目１５番２３号 

代表者 宮島 栄一 

事業内容 不動産業 

資本金 ３０百万円 

年商 ８１５百万円（２０１８年９月期） 

従業員数 ５名 

 

 

 

 

 

http://www.kohbunsha1975.com/
http://www.mino-cci.or.jp/plastic/m/osekasei,co,ltd/top.htm
http://www.daiichihousing.com/


発行企業名 株式会社大輝 www.comfort-daiki.com 

所在地 愛知県名古屋市熱田区四番１丁目１４番１７号 

代表者 網谷 仁 

事業内容 不動産売買業（除く住宅分譲） 

資本金 １０百万円 

年商 ８７６百万円（２０１８年６月期） 

従業員数 １０名 

 

発行企業名 株式会社堀井工務店 

所在地 岐阜県恵那市上矢作町７７２番地の１ 

代表者 堀井 敏夫 

事業内容 総合建設業 

ＰＲコメント 大正１０年に創業以来、地域に密着した建設業を営んでおります。 

 

以上 

 

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

http://www.comfort-daiki.com/

