
２０２０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：１９件、１，６００百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発行額（百万円） 期 間（年） 

寄 贈 先 

株式会社榎本木工 

榎本 雅亘 岐阜県岐阜市細畑華南６１番地 

その他木造製品製造業 ３０ ７ 

学校法人富田学園 岐阜東高等学校 

株式会社 

岐阜イエローハット 

服部 剛久 岐阜県岐阜市下奈良２丁目１４番地の６ 

自動車用品小売業 ５０ ５ 

学校法人松翠学園 岐阜第一高等学校 

羽島グループ 

ホールディング株式会社 

大塚 雅之 
岐阜県岐阜市東金宝町３丁目 

１８番地の２ 

繊維機械製造業 ４００ ７ 

調整中 

ファステストダイニング 

株式会社 

谷口 譲 滋賀県湖南市下田１５１８番地１ 

飲食業 ５０ ７ 

調整中 

株式会社  

三栄コンサルタント 

吉田 祐司 岐阜県岐阜市水海道４丁目２２番１２号 

建設コンサルタント業・ 

測量業 
５０ 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 



Ｋ’ｓＰｒｏｊｅｃｔ

株式会社 

岡田 光峰奏 岐阜県羽島郡笠松町円城寺５１７番地 

建設業 ５０ ５ 

各務原市立鵜沼第二小学校 

株式会社光建産業 

足立 圭三 岐阜県各務原市蘇原早苗町８５番地 

建材卸売業 １００ ７ 

岐阜県立岐阜各務野高等学校 

豊実精工株式会社 

今泉 由紀雄 岐阜県加茂郡富加町羽生２１４６番地２ 

金属部品表面処理 １００ ５ 

調整中 

丸普窯業原料有限会社 

伊藤 大悟 愛知県豊田市東郷町野田ケ平３８３番地 

窯業原料の採掘、 

加工、販売 
３０ ５ 

愛知県立猿投農林高等学校 

明倫運輸株式会社 

中村 吉之 
愛知県名古屋市港区藤前３丁目 

６１１番地 

一般貨物自動車運送業 ５０ ３ 

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 １００ ７ 

瀬戸市立瀬戸特別支援学校 

シー・クエンス株式会社 

藤井 浩彦 
愛知県名古屋市東区泉１丁目１３番 

３６号 

宅地開発 ８０ ５ 

調整中 

株式会社マツショー 

松澤 正 
愛知県名古屋市中区松原１丁目１７番 

７号三河ビル２階 

Ｗｅｂ通販業 ５０ ５ 

名古屋市立松原小学校 

株式会社トヨナカ 

木下 雄一 愛知県名古屋市中区橘１丁目２３番４号 

一般貨物自動車 

運送事業 
１００ ７ 

日進・長久手 エンジョイ ラグビースクール 

  



 

３月２５日発行分 信用保証協会の保証付私募債（合計：２件、１１０百万円） 

 

 

 

株式会社シーズンテック 

大原 孝教 
愛知県名古屋市緑区徳重３丁目 

１０４番地 

電子錠等製造販売業 ５０ ７ 

刈谷市立日高幼稚園 

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 ３０ ５ 

名古屋市区まちづくり基金（北区） 

株式会社かねなか商店 

中西 顕久 
愛知県名古屋市中川区荒子２丁目 

１７０番地 

仮設資材レンタル業 １３０ ７ 

調整中 

イワクラゴールデンホーム

株式会社 

村神 亮 
愛知県名古屋市港区新川町２丁目 

１番地 

戸建て・マンション分譲、

リフォーム業 
１００ ５ 

名城大学 

黒龍産業株式会社 

浅埜 啓子  愛知県西尾市港町６番地４ 

鋳造用中子製造業 ５０ ７ 

愛知県立碧南高等学校 

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 

株式会社岐東建装 

 松田 弘樹 岐阜県岐阜市芥見長山２丁目１０８番地 

 塗装工事業 岐阜市 ３０ ５ 

調整中 

加島工業株式会社 

加島 一雄 
愛知県名古屋市西区那古野１丁目１４

番１８号 

設備工事業 愛知県 ８０ ５ 

名古屋市立工芸高等学校 



発行企業の概要 

発行企業名※ 株式会社榎本木工 http://wｗw.enomoku.jp 

所在地※ 岐阜県岐阜市細畑華南６１番地 

代表者※ 榎本 雅亘 

事業内容※ その他木造製品製造業 

資本金 １０百万円 

年商 ３４７百万円（２０１９年９月期） 

従業員数 １８名 

 

発行企業名 株式会社岐阜イエローハット http://www.gifu-yellowhat.jp 

所在地 岐阜県岐阜市下奈良２丁目１４番地の６ 

代表者 服部 剛久 

事業内容 自動車用品小売業 

資本金 ２５百万円 

年商 １，０５８百万円（２０１９年２月期） 

従業員数 ５５名 

ＰＲコメント 株式会社岐阜イエローハットは、全国ネットでカーライフ用品を提供

する株式会社イエローハットをバックボーンとして、地域の皆様との

触れ合いを通じ、安心と信頼のカーライフクリエーターサービスを提

供しています。 

 

発行企業名※ 羽島グループホールディング株式会社 

所在地※ 岐阜県岐阜市東金宝町３丁目１８番地の２ 

代表者※ 大塚 雅之 

事業内容※ 繊維機械製造業 

 

発行企業名 ファステストダイニング株式会社 https://fastest-dining.com 

所在地 滋賀県湖南市下田１５１８番地１ 

代表者 谷口 譲 

事業内容 飲食業 

資本金 １０百万円 

年商 ２，１６７百万円（２０１９年７月期） 

従業員数 ５４０名 

 

発行企業名 株式会社三栄コンサルタント http://wｗw.sanei-consul.co.jp 

所在地 岐阜県岐阜市水海道４丁目２２番１２号 

代表者 吉田 祐司 

事業内容 建設コンサルタント業/測量業 

資本金 ３２百万円 

http://www.enomoku.jp/
http://www.gifu-yellowhat.jp/
https://fastest-dining.com/
http://www.sanei-consul.co.jp/


年商 １，１１１百万円（２０１９年９月期） 

従業員数 ６５名 

ＰＲコメント 昭和４８年９月郡上市での創業以来、当社は地域密着型の建設コ

ンサルタントとして道路、橋梁、都市計画など多種多様化する社会

インフラの構築に携わって参りました。これからも創業から培ってき

た高い技術力と経験をもとに、誰もが安心して暮らせる環境づくりを

目指して地域の皆様と共に歩んで参ります。 

 

発行企業名 Ｋ’ｓＰｒｏｊｅｃｔ株式会社 https://www.ks-project-dc.com/   

所在地 岐阜県羽島郡笠松町円城寺５１７番地 

代表者 岡田 光峰奏 

事業内容 建設業 

資本金 ２０百万円 

ＰＲコメント 当社が売るものは、「物」ではなく「信頼」です。 

人々が心動かす店舗の創造に取り組んでおり、地域に合った店舗

を提案するためには、クライアント様と一緒になって物事を考えるこ

とで幅広い視野で、多くの情報を吸収し、積極的に行動できるよう

努めてまいります。 

これからも、クライアントからのニーズに的確に対応することで、地域

や社会に貢献できる会社を目指します。 

 

発行企業名 株式会社光建産業  www.syaon-k.com/index.html  

所在地 岐阜県各務原市蘇原早苗町８５番地 

代表者 足立 圭三 

事業内容 遮音壁製品の設計・製造および販売 

特殊車両レンタル 

建設機械類の販売・レンタル 

資本金 １０百万円 

年商 ８４４百万円（２０１９年５月期） 

従業員数 ９名 

ＰＲコメント 当社は遮音壁・防音壁のスペシャリストとして、常に品質と安全の向

上を目指しており、新商品の開発および改良にも日々努めておりま

す。 

また、顧客の皆さまが何を考え、何を求めているのか、我々がすべ

きことは何か、我々にできることは何かをたえず考え、顧客の皆さま

と目的を共有できる企業でありたいと願っております。 

 

発行企業名 豊実精工株式会社 wｗw.hojitsu.co.jp/ 

所在地 岐阜県加茂郡富加町羽生２１４６番地２ 

https://www.ks-project-dc.com/
http://www.syaon-k.com/index.html
http://www.hojitsu.co.jp/


代表者 今泉 由紀雄 

事業内容 金属部品表面処理 

資本金 １０百万円 

 

発行企業名 丸普窯業原料有限会社  https://marufu-kouzan.jp 

所在地 愛知県豊田市東郷町野田ケ平３８３番地 

代表者 伊藤 大悟 

事業内容 窯業原料の採掘、加工、販売 

資本金 ３百万円 

年商 ２０３百万円（２０１９年４月期） 

従業員数 ６名 

ＰＲコメント 当社は、１９５２年創業以来、小原サバ（藻珪）、窯業原料を

はじめ洗砂、造園用土など取り扱っております。日々、製品の

確認や成分の分析などの研究に励み、個々のニーズに合わせた

製品を生産製造出来るよう努めており、『安全・確実・信頼』

の企業で有り続けることをモットーとします。現状に満足する

ことなく新たな分野へ挑戦し続けます。 

 

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

所在地 愛知県名古屋市港区藤前３丁目６１１番地 

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 

従業員数 ７７人 

 

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 

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 シー・クエンス株式会社 http://home-sequence.com 

所在地 愛知県名古屋市東区泉１丁目１３番３６号 

代表者 藤井 浩彦 

事業内容 宅地開発 

資本金 １０百万円 

年商 １，９４３百万円（２０２０年１月期） 

従業員数 ４名 

https://marufu-kouzan.jp/
http://www.meirin.com/
http://home-sequence.com/


発行企業名 株式会社マツショー http://matsusho.kir.jp/ 

所在地 愛知県名古屋市中区松原１丁目１７番７号三河ビル２階 

代表者 松澤 正 

事業内容 Ｗｅｂ通販業 

資本金 １０百万円 

年商 ６８２百万円（２０１９年８月期） 

ＰＲコメント 楽天市場のキャンプ、アウトドアの専門店を企業の中核として、幅広

いジャンルのトレンド商品を、より早く、よりお値打ちな価格でお届け

しております。 

今後は実店舗展開も視野に入れ、地元とのコミュニケーションを深

め、地域に貢献できる企業になるべく進化を続けていきたいと思っ

ております。 

 

発行企業名 株式会社トヨナカ http://wｗw.toyonaka-exp.com 

所在地 愛知県名古屋市中区橘１丁目２３番４号 

代表者 木下 雄一 

事業内容 一般貨物自動車運送事業 

資本金 ２，３１０万円 

従業員数 ２８７名 

 

発行企業名 株式会社シーズンテック http://www.season-t.jp/ 

所在地 愛知県名古屋市緑区徳重３丁目１０４番地 

代表者 大原 孝教 

事業内容 電子錠製造販売業 

資本金 ７３百万円 

ＰＲコメント 電子錠を主力としたセキュリティー機器メーカーです。 

 

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 株式会社かねなか商店 https://www.kanenakashoten.co.jp/ 

所在地 愛知県名古屋市中川区荒子２丁目１７０番地 

代表者 中西 顕久 

事業内容 仮設資材レンタル業 

ＰＲコメント 都市と、ともに。未来と、ともに。Ｗｉｔｈ 

かねなか商店は建設・土木用仮設資材の総合レンタルによって社

会に貢献しております。 

http://matsusho.kir.jp/
http://www.toyonaka-exp.com/
http://www.season-t.jp/
http://www.hoowaa.co.jp/
https://www.kanenakashoten.co.jp/


 

発行企業名 イワクラゴールデンホーム株式会社 http://wｗw.iwakura-g-h.co.jp 

所在地 愛知県名古屋市港区新川町２丁目１番地 

代表者 村神 亮 

事業内容 戸建て・マンション分譲、リフォーム業 

資本金 １００百万円 

年商 ７，３４１百万円（２０１９年３月期） 

従業員数 ３９名 

ＰＲコメント 当社は家族の生活が営まれる空間として、木のぬくもりを感じられる

場所として、幸せな時間を過ごす家として、皆さまと一緒に“ホーム”

をつくり続けます。 

 

発行企業名 黒龍産業株式会社 

所在地 愛知県西尾市港町６番地４ 

代表者 浅埜 啓子 

事業内容 鋳造用中子製造業 

資本金 ３５．２百万円 

年商 ８００百万円（２０１９年３月期） 

従業員数 ４５名 

 

発行企業名 株式会社岐東建装 

所在地 岐阜県岐阜市芥見長山２丁目１０８番地 

代表者 松田 弘樹 

事業内容 塗装工事業 

 

発行企業名 加島工業株式会社 http://wｗw.kashima-ko.com 

所在地 愛知県名古屋市西区那古野１丁目１４番１８号 

代表者 加島 一雄 

事業内容 設備工事業 

資本金 １０百万円 

年商 ６００百万円（２０１９年９月期） 

従業員数 ２４名 

 

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.iwakura-g-h.co.jp/
http://www.kashima-ko.com/

