
２０１９年９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」』（９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 

 

 

 ９月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：２０件、１，２５０百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発行額（百万円） 期 間（年） 

寄 贈 先 

スマートツール 

株式会社 

三輪 哲久 岐阜県岐阜市芋島３丁目６番２０号 

携帯電話販売代理店 ５０ ７ 

学校法人稲羽学園 みどり幼稚園 

井納建設株式会社 

井納 英昭 岐阜県本巣市文殊６７８番地１ 

土木工事業 ３０ ５ 

本巣市立本巣小学校 

株式会社新星工業 

三浦 友幸 岐阜県可児市久々利２４９７番地 

舗装工事業 ３０ ５ 

可児市立中部中学校 

株式会社ＨＫＧ 

水野 光太郎 
岐阜県多治見市滝呂町１３丁目５９番地

の１ 

自動車部品製造業 ３０ ７ 

多治見市立滝呂小学校 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



 

 

株式会社ユニバーサル

コーポレーション 

柏木 宏仁 岐阜県岐阜市則武東２丁目１３番６号 

調剤薬局 ５０ ７ 

特定非営利活動法人 萩原スポーツクラブ 

株式会社 

東海リフォームサービス 

清水 忠之 
岐阜県羽島市正木町森新田４丁目３番

地 

不動産業 ５０ ７ 

調整中 

名古屋避雷針工業 

株式会社 

久保 辰也 愛知県一宮市浅野字大西東３４番地 

避雷針設備業 ５０ ５ 

学校法人 南山学園 聖霊中学・高等学校 

株式会社 

アッシュホーム 

小澤 裕昭 愛知県稲沢市下津鞍掛１丁目２番地１１ 

注文住宅の設計施工 ５０ ５ 

愛知県立いなざわ特別支援学校 

株式会社イワタ 

岩田 八郎 
愛知県名古屋市西区笠取町４丁目４０番

地１ 

金属加工機製造 ５０ ５ 

調整中 

東名ブレース 

株式会社 

奥村 庄次 愛知県瀬戸市坊金町２７１番地 

義肢・装具製造業 ５０ ７ 

愛知県立港特別支援学校 

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 ２ 

調整中 

株式会社三和技研工業 

清水 健太郎 
愛知県名古屋市北区光音寺町１丁目５４

番の１ 

理美容鋏製造販売業 ３０ ５ 

名古屋市立東桜小学校 

日興薬品工業株式会社 

加納 巖 
愛知県名古屋市天白区原２丁目２７０１番

地 

美容・健康飲料・ 

パウチ製品・各種製造業 
１００ ７ 

名古屋市立若宮商業高等学校 



 

９月２５日発行分 信用保証協会の保証付私募債（合計：４件、２４０百万円） 

株式会社 

アサヒハウジング 

都築 誠 愛知県日進市竹の山３丁目８０３番地 

建築工事業 ５０ ５ 

社会福祉法人 中日新聞社社会事業団 中日青葉学園 

七宝金型工業 

株式会社 

松岡 寛高 愛知県津島市南新開町１丁目３５７番地 

金型製造業 １００ ７ 

調整中 

松岡特殊鋼株式会社 

松岡 隆司 
愛知県名古屋市中川区松年町４丁目６１

番地 

特殊鋼販売・加工業 ２００ ７ 

調整中 

株式会社スズソウ 

鈴木 孝治 
愛知県名古屋市中川区高畑２丁目９２番

地の２ 

葬祭業 ３０ ７ 

名古屋市立長良中学校 

株式会社ライフデザイン

クリエイターズ 

住井 祐介 
愛知県名古屋市千種区内山３丁目３０番

９号 

住宅建設業 １００ ７ 

調整中 

福岡合成株式会社 

福岡 浩子 愛知県豊田市北一色町石畑４３８番地 

自動車部品製造 ５０ ５ 

調整中 

株式会社コンドウ 

近藤 健二 愛知県豊橋市花田町中ノ坪９１番地 

円筒研削機製造 １００ 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 

グッドライフエステート 

若尾 紀行 
岐阜県多治見市住吉町５丁目３３番地１

サンテラス住吉１階 

宅地建物取引業 岐阜県 ４０ ７ 

中京幼稚園 



 

 

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。 

９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） 

 

 

９月２５日発行分 信用保証協会の保証付私募債（合計：２件、１３０百万円） 

 

 

 

株式会社下呂魚介 

滝 多賀男 岐阜県下呂市森９７９番地の４ 

食品卸小売業 岐阜県 １００ ７ 

岐阜県立下呂特別支援学校 

カフカ株式会社 

中西 栄雄 
愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２４

番８号いちご名古屋ビル８階 

婦人服卸売 愛知県 ５０ ７ 

学校法人金城学院 

カフカ株式会社 

中西 栄雄 
愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２４

番８号いちご名古屋ビル８階 

婦人服卸売 名古屋市 ５０ ５ 

学校法人金城学院 

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 愛知県小牧市高根２丁目４８９番地の１ 

一般機械設備 

製缶鈑金業 
３０ ５ 

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） 

中部日本マルコ 

株式会社 

小板橋 博行 
愛知県小牧市大字野口字勾当田２３番

地の３ 

コネクタ、ハーネス等 

電子機器製造業 
愛知県 １００ ７ 

希望運輸株式会社 
靍見 秀明 

愛知県名古屋市南区丹後通５丁目８番

地の１ 

運送業 愛知県 ３０ ５ 



発行企業の概要 

 

発行企業名 スマートツール株式会社  

所在地 岐阜県岐阜市芋島３丁目６番２０号 

代表者 三輪 哲久 

事業内容 携帯電話販売代理店 

資本金 １０百万円 

年商 ３，２８０百万円（２０１９年３月期） 

従業員数 ５１名 

 

発行企業名 井納建設株式会社 http://wｗw.inomoku.jp 

所在地 岐阜県本巣市文殊６７８番地１ 

代表者 井納 英昭 

事業内容 土木工事業 

資本金 ２０百万円 

年商 ２７７百万円（２０１９年５月期） 

従業員数 ２０名 

 

発行企業名 株式会社新星工業 

所在地 岐阜県可児市久々利２４９７番地 

代表者 三浦 友幸 

事業内容 舗装工事業 

 

発行企業名 株式会社ＨＫＧ 

所在地 岐阜県多治見市滝呂町１３丁目５９番地の１ 

代表者 水野 光太郎 

事業内容 自動車部品製造業 

 

発行企業名 株式会社ユニバーサルコーポレーション http://univ-ph.com/ 

所在地 岐阜県岐阜市則武東２丁目１３番６号 

代表者 柏木 宏仁 

事業内容 調剤薬局 

ＰＲコメント 当社の社是は「信頼と実現」です。地域に密着した活動を通し、保

健・環境衛生・青少年育成への貢献と信頼される日本一「温かい薬

局になること」を目指しています。今後も薬剤師として出来ることを追

求し続けます。 

 

 

 

http://www.inomoku.jp/
http://univ-ph.com/


発行企業名 株式会社東海リフォームサービス 

所在地 岐阜県羽島市正木町森新田４丁目３番地 

代表者 清水 忠之 

事業内容 不動産業 

資本金 ２０百万円 

 

発行企業名 名古屋避雷針工業株式会社 http://wｗw.nagoya-hirai.jp 

所在地 愛知県一宮市浅野字大西東３４番地 

代表者 久保 辰也 

事業内容 避雷針設備業 

資本金 １０百万円 

年商 ４７０百万円（２０１８年９月期） 

従業員数 ３７名 

 

発行企業名 株式会社アッシュホーム https://www.ash-home.com 

所在地 愛知県稲沢市下津鞍掛１丁目２番地１１ 

代表者 小澤 裕昭 

事業内容 注文住宅の設計施工 

資本金 ２０百万円 

年商 １，８９３百万円（２０１９年４月期） 

従業員数 ５５名 

ＰＲコメント 弊社は代表の小澤の経験を基に品質とデザイン性を高めたハウス

メーカーの良さと価格を抑え地域に密着した工務店の良さを融合さ

せた住宅を実現できるホームビルダーです。 

『適正価格宣言！』を掲げ、長期優良住宅という品質を保ちながら、

コストを抑えることに力を入れており、理想の住まいづくりを実現致し

ます。 

 

発行企業名 株式会社イワタ https://iwata-group.co.jp 

所在地 愛知県名古屋市西区笠取町４丁目４０番地１ 

代表者 岩田 八郎 

事業内容 金属加工機製造 

資本金 １０百万円 

年商 ９４８百万円（２０１９年３月期） 

従業員数 ３４名 

 

発行企業名 東名ブレース株式会社  

所在地 愛知県瀬戸市坊金町２７１番地 

代表者 奥村 庄次 

http://www.nagoya-hirai.jp/
https://www.ash-home.com/
https://iwata-group.co.jp/


事業内容 義肢・装具製造業 

資本金 ２７百万円 

年商 ２，０８５百万円（２０１９年５月期） 

従業員数 １７７名 

 

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 

 

発行企業名 株式会社三和技研工業 http://wｗw.sgk-sanwa.co.jp 

所在地 愛知県名古屋市北区光音寺町１丁目５４番の１ 

代表者 清水 健太郎 

事業内容 理美容鋏製造販売業 

 

発行企業名 日興薬品工業株式会社 http://www.nikko-yakuhin.co.jp 

所在地 愛知県名古屋市天白区原２丁目２７０１番地 

代表者 加納 巖 

事業内容 美容・健康飲料・パウチ製品・各種製造業 

 

発行企業名 株式会社アサヒハウジング http://wｗw.asahi-hg.co.jp 

所在地 愛知県日進市竹の山３丁目８０３番地 

代表者 都築 誠 

事業内容 建築工事業 

資本金 １０百万円 

年商 １，３５４百万円（２０１９年３月期） 

従業員数 １４名 

ＰＲコメント 弊社の住まい造りにはゆずれないものがあります。 

それは「子や孫の時代まで住み継いでいける上質な住まいをお届

けし、健康で、安心して暮らしていただけること。」 

 それが、私たちの信念であり想いです。 

 そのような住まいをお客様と共に造りつづけたい。 

 アサヒハウジングはそう願っています。 

 

 

 

http://www.daiichihousing.com/
http://www.sgk-sanwa.co.jp/
http://www.nikko-yakuhin.co.jp/
http://www.asahi-hg.co.jp/


発行企業名 七宝金型工業株式会社 http://www.shippo-mold.co.jp/ 

所在地 愛知県津島市南新開町１丁目３５７番地 

代表者 松岡 寛高 

事業内容 金型製造業 

 

発行企業名 松岡特殊鋼株式会社 http://www.mtok.co.jp/ 

所在地 愛知県名古屋市中川区松年町４丁目６１番地 

代表者 松岡 隆司 

事業内容 特殊鋼販売・加工業 

 

発行企業名 株式会社スズソウ http://wｗw.suzusou.co.jp 

所在地 愛知県名古屋市中川区高畑２丁目９２番地の２ 

代表者 鈴木 孝治 

事業内容 葬祭業 

 

発行企業名 株式会社ライフデザインクリエイターズ 

http://www.lifedesigncreators.com/ 

所在地 愛知県名古屋市千種区内山３丁目３０番９号 

代表者 住井 祐介 

事業内容 不動産商品の企画・開発・販売 

 

発行企業名 福岡合成株式会社 http://fukuokagousei.co.jp 

所在地 愛知県豊田市北一色町石畑４３８番地 

代表者 福岡 浩子 

事業内容 自動車部品製造 

資本金 ２０百万円 

年商 １，８５５百万円（２０１９年３月期） 

従業員数 ９６名 

 

発行企業名 株式会社コンドウ 

所在地 愛知県豊橋市花田町中ノ坪９１番地 

代表者 近藤 健二 

事業内容 円筒研削機製造 

 

発行企業名 株式会社グッドライフエステート 

所在地 岐阜県多治見市住吉町５丁目３３番地１サンテラス住吉１階 

代表者 若尾 紀行 

事業内容 宅地建物取引業 

 

http://www.shippo-mold.co.jp/
http://www.mtok.co.jp/
http://www.suzusou.co.jp/
http://www.lifedesigncreators.com/
http://fukuokagousei.co.jp/


発行企業名 株式会社下呂魚介 

所在地 岐阜県下呂市森９７９番地の４ 

代表者 滝 多賀男 

事業内容 食品卸小売業 

 

発行企業名 カフカ株式会社  

所在地 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２４番８号いちご名古屋ビ

ル８階 

代表者 中西 栄雄 

事業内容 婦人服卸売 

 

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

所在地 愛知県小牧市高根２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 １４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。 

 

 

発行企業名 中部日本マルコ株式会社 http://wｗw.nihon-maruko.jp 

所在地 愛知県小牧市大字野口字勾当田２３番地の３ 

代表者 小板橋 博行 

事業内容 コネクタ、ハーネス等電子機器製造業 

 

発行企業名 希望運輸株式会社 

所在地 愛知県名古屋市南区丹後通５丁目８番地の１ 

代表者 靍見 秀明 

事業内容 運送業 

 

以上 

 

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

http://sennari.aichi.jp/
http://www.nihon-maruko.jp/

