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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」』（８月２５日・８

月２６日発行）を引き受けますので、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 

 

８月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：７件 ４６０百万円） 

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 

ダイキ情報システム 

橋 直樹 愛知県名古屋市中川区西日置２丁目３番５号 

受託開発ソフトウェア業 ３０ ３ 

瑞穂市立穂積中学校 

古川製材株式会社 

倉坪 茂親 岐阜県飛騨市古川町金森町８番１号 

木造建築工事業 ５０ ３ 

飛騨市立古川中学校 

株式会社森北冷凍機 

成瀬 公洋 岐阜県岐阜市日置江２丁目７３番地１ 

冷凍設備工事業 １００ ７ 

調整中 

株式会社愛康 

伊藤 裕康 愛知県小牧市下小針中島１丁目７３番地 

製造業 １００ ５ 

中部大学 

株式会社 

サカツコーポレーション 

牧野 充宏 愛知県名古屋市中区千代田１丁目１６番１号 

酒類卸売業 １００ ３ 

名古屋市立老松小学校 

 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



株式会社永和商事 

佐藤 隆之 愛知県名古屋市昭和区福江１丁目２５番２６号 

産業・工業用機械 

卸売業 
５０ ６ 

名古屋市立白金小学校 

北地総業株式会社 

北地 秀輝 愛知県豊田市土橋町６丁目７２番地１ 

ロボットシステム・ 

治具設備製造業 
３０ ５ 

豊田市立土橋小学校 

           

８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） 

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 

株式会社名輪 

大西 要一 愛知県弥富市富島２丁目２５番地 

一般貨物自動車 

運送業 
名古屋市 ３０ ７ 

学校法人海陽学園 海陽中等教育学校 

株式会社ＡＴＳ 

大洞 充史 愛知県半田市桐ケ丘３丁目１番地２ 

卸売業 愛知県 １００ ７ 

半田市立半田中学校 

 

８月２６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） 

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 

山喜建設株式会社 

布目 美智男 岐阜県下呂市和佐２４４７番地 

建設業 岐阜県 ３０ ７ 

下呂市立下呂小学校 

山喜建設株式会社 

布目 美智男 岐阜県下呂市和佐２４４７番地 

建設業 岐阜県 １００ ７ 

下呂市立下呂小学校 

 

 

 



 

発行企業の概要 

発行企業名 株式会社ダイキ情報システム http://www.dis.co.jp/ 

所在地 愛知県名古屋市中川区西日置２丁目３番５号 

代表者 橋 直樹 

事業内容 受託開発ソフトウェア業 

資本金 １０百万円 

従業員数 １６名 

 

発行企業名 古川製材株式会社 https://nozomihome.com 

所在地 岐阜県飛騨市古川町金森町８番１号 

代表者 倉坪 茂親 

事業内容 木造住宅メーカー 

資本金 １百万円 

年商 １，８０４百万円（２０２０年６月期） 

従業員数 ４８名 

ＰＲコメント 

当社は、飛騨地区最大手のハウスメーカーです。高級注文住宅「ＮＯＺＯＭ

Ｉ ＨＯＭＥ」、定額制セミオーダー住宅「４ｕ ＤＥＳＩＧＮ ＳＴＵＤＩＯ」、リノベ

ーション「リ楽住」、ローコスト住宅「さくらの家」の各顧客層に向けた４ブラン

ドを展開しています。飛騨地区にて３年連続で年間完工棟数第１位のポジ

ションを確立しています。 

 

発行企業名 株式会社森北冷凍機 http://www.morikita-r.co.jp 

所在地 岐阜県岐阜市日置江２丁目７３番地１ 

代表者 成瀬 公洋 

事業内容 冷凍設備工事業 

資本金 ２０百万円 

年商 １，０６５百万円（２０２０年３月期） 

従業員数 ３６名 

 

発行企業名 株式会社愛康  

所在地 愛知県小牧市下小針中島１丁目７３番地 

代表者 伊藤 裕康 

事業内容 製造業 

 

 

 

 

http://www.dis.co.jp/
https://nozomihome.com/
http://www.morikita-r.co.jp/


 

発行企業名 株式会社サカツコーポレーション https://www.sakaz.co.jp 

所在地 愛知県名古屋市中区千代田１丁目１６番１号 

代表者 牧野 充宏 

事業内容 酒類卸売業 

資本金 ６０百万円 

年商 １６，９５６百万円（２０２０年３月期） 

従業員数 ４２１名 

ＰＲコメント 

当社は明治２９年、名古屋市中区にて「酒津屋」として創業致しました。現

在は東海北陸に２７の営業拠点を持ち、飲食店等に酒類や食品の販売を

しております。また、ディスカウントストアの運営及びインターネットを通じて

一般顧客への酒類や食品の販売も行っております。引続きお客様のご繁

盛支援の為、酒と食の総合商社として常に変化するニーズに社員一同全

力でお応えして参ります。 

 

発行企業名 株式会社永和商事 https://www.eiwasyoji.com/ 

所在地 愛知県名古屋市昭和区福江１丁目２５番２６号 

代表者 佐藤 隆之 

事業内容 産業・工業用機械卸売業 

資本金 １２百万円 

年商 ２，４６４百万円（２０２０年３月期） 

従業員数 ４４名 

ＰＲコメント 

弊社は、工業用ゴム・樹脂・金属部品、化成品、省力機械、省エネ環境商

品を販売する商社です。お客様に「満足」と「信頼」を提供すべく、ＩＳＯ９００

１・１４００１の規格を取得しており、「名古屋市中小企業魅力発信会社」に認

定されました。今後も、社員満足に努め、社会の発展に貢献することで、

「百年企業」を目指しています。 

 

発行企業名 北地総業株式会社  

所在地 愛知県豊田市土橋町６丁目７２番地１ 

代表者 北地 秀輝 

事業内容 ロボットシステム・治具設備製造 

資本金 １０百万円 

年商 ２２６百万円（２０２０年４月期） 

従業員数 １１名 

ＰＲコメント 当社は、機械設備製造を行っており、今年開業４０周年を迎えました。 

 

 

https://www.sakaz.co.jp/
https://www.eiwasyoji.com/


 

発行企業名 株式会社名輪 http://meirin-trans.co.jｐ/meirin.html 

所在地 愛知県弥富市富島２丁目２５番地 

代表者 大西 要一 

事業内容 一般貨物自動車運送業 

ＰＲコメント 

当社は愛知県を基盤にする物流会社です。取扱い品目は、トレーラーによ

る鋼材・機械の輸送、ダンプカーによる砕石、砂利、石炭等の輸送をメイン

に、約１００台の車両で輸送しております。トレーラーは日本全国、ダンプカ

ーは東海三県を対象としており、ご用命のある方は、当社までご相談下さ

い。 

 

発行企業名 株式会社ＡＴＳ 

所在地 愛知県半田市桐ケ丘３丁目１番地２ 

代表者 大洞 充史 

事業内容 酪農・肥育飼料販売 

資本金 ７百万円 

年商 ２，１２４百万円（２０１９年１２月期） 

従業員数 ９名 

 

発行企業名 山喜建設株式会社  

所在地 岐阜県下呂市和佐２４４７番地 

代表者 布目 美智男 

事業内容 建設業 

 

以上 

 

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

http://meirin-trans.co.jp/meirin.html

