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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」』（９月２５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 

 

９月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：９件 ５５０百万円） 

発行企業 

代表者 所在地 

業種 発行額（百万円） 期間（年） 

寄贈先 

株式会社ビルカン 

近本 仁 岐阜県岐阜市下奈良３丁目６番６号 

ビルメンテナンス業・ 

管工事業 
３０ ５ 

岐阜市立精華中学校 

株式会社大晃 

冨永 智広 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田２６２１番地の１ 

土木工事業 ５０ ５ 

関ケ原町立関ケ原小学校 

有限会社中濃製作所 

高井 悌雄 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣８９２番地 

金属製品製造業 ５０ ７ 

岐阜県立関高等学校 

株式会社 

ひかりホールディングス 

倉地 猛 岐阜県多治見市笠原町１２２３番地１４ 

建築業 ５０ ７ 

多治見市立笠原中学校 

中日本商事株式会社 

木村 仁 愛知県一宮市多加木５丁目３番８号 

化学製品卸売業 ４０ ５ 

社会福祉法人照光会 照光愛育園 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



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 １５０ ５ 

瀬戸市立瀬戸特別支援学校 

株式会社協伸 

元田 正男 愛知県名古屋市西区十万町１８４番地 

機械部品加工業 ３０ ３ 

あま市民病院 

三友建材株式会社 

尾関 光正 愛知県名古屋市中区大須１丁目３３番１３号 

建材卸売業 ５０ ５ 

学校法人お東学園 お東幼稚園 

三給株式会社 

林 元造 愛知県岡崎市上青野町中屋敷１００番地 

卸売業 １００ ５ 

岡崎市民病院 

 

９月２５日発行分 信用保証協会の保証付私募債（合計：４件 ３５０百万円） 

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 

タカオエステート 

樫原 力也 愛知県尾張旭市庄中町１丁目１０番地１０ 

不動産売買業 岐阜県 １００ ５ 

尾張旭市立西中学校 

株式会社 

名古屋オイルレス 

浦田 大輔 愛知県小牧市大草檀之上５４１５番地 

自動車部品製造業 愛知県 １００ ７ 

小牧市立大城小学校 

株式会社 

名古屋オイルレス 

浦田 大輔 愛知県小牧市大草檀之上５４１５番地 

自動車部品製造業 愛知県 １００ ７ 

小牧市民病院 

株式会社 

ルーフコーポレーション 

片岡 孝裕 愛知県名古屋市緑区大根山２丁目５０３番地 

自動車ディーラー 名古屋市 ５０ ５ 

社会福祉法人名古屋市緑区社会福祉協議会 

 

 

 

 

 

 



なお、加えて以下の私募債を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：２件 １００百万円） 

発行企業 
代表者 所在地 

業種 発行額（百万円） 年数 

明倫運輸株式会社 

中村 吉之 愛知県東海市名和町５番割３番地の１ 

一般貨物自動車 

運送業 
７０ ３ 

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 

 

発行企業の概要 

発行企業名 株式会社ビルカン https://www.birukan.net/ 

所在地 岐阜県岐阜市下奈良３丁目６番６号 

代表者 近本 仁 

事業内容 ビルメンテナンス業・管工事業 

資本金 １０百万円 

従業員数 ９名 

 

発行企業名 株式会社大晃  

所在地 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田２６２１番地の１ 

代表者 冨永 智広 

事業内容 土木工事業 

 

発行企業名 有限会社中濃製作所 https://tyunou.com 

所在地 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣８９２番地 

代表者 高井 悌雄 

事業内容 レーザー加工・板金・製缶 

 

発行企業名 株式会社ひかりホールディングス https://h-holdings.jp 

所在地 岐阜県多治見市笠原町１２２３番地１４ 

代表者 倉地 猛 

事業内容 建築業 

資本金 ４０百万円 

年商 ２，１８１百万円（２０１９年８月期） 

従業員数 ２００名 

https://www.birukan.net/
https://tyunou.com/
https://h-holdings.jp/


ＰＲコメント 

当グループは全１０社からなる企業集団です。石材の輸入から加工・施工を

手掛ける７社のタイル事業、通信系基地局の設計から設置・メンテナンスを

行う２社の電気通信工事事業にて営業展開をしております。弊社従業員

は、「全ての人に対して礼節を重んじ、誠実で思いやりのある対応」を社是

としております。常に我々ができる社会貢献とはなにかを考え、全社一致し

て東証グロース市場上場を目指し、日々邁進しております。 

 

発行企業名 中日本商事株式会社 http://naka-nihon.co.jp 

所在地 愛知県一宮市多加木５丁目３番８号 

代表者 木村 仁 

事業内容 化学製品卸売業 

資本金 ２０百万円 

年商 ２，９１５百万円（２０２０年６月期） 

従業員数 １３名 

 

発行企業名 東名ブレース株式会社 http://tomeibrace.co.jp 

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 ２，０７４百万円（２０２０年５月期） 

従業員数 １８５名 

 

発行企業名 株式会社協伸 http://kyoushin-hp.com 

所在地 愛知県名古屋市西区十万町１８４番地 

代表者 元田 正男 

事業内容 工作機械精密部品・治工具 二輪・四輪部品 製造 

資本金 １０百万円 

年商 ６６３百万円（２０１９年９月期） 

従業員数 ２９名 

ＰＲコメント 
当社は、工作機械精密部品・治工具及び二輪・四輪部品の製造を行って

います。短納期、高品質で単品から量産品まで生産対応が可能です。 

 

発行企業名 三友建材株式会社 https://sanyukenzai.com 

所在地 愛知県名古屋市中区大須１丁目３３番１３号 

代表者 尾関 光正 

事業内容 建材卸売業 

資本金 ２４百万円 

http://naka-nihon.co.jp/
http://tomeibrace.co.jp/
http://kyoushin-hp.com/
https://sanyukenzai.com/


年商 １，５１９百万円（２０２０年２月期） 

従業員数 ２２名 

ＰＲコメント 

弊社は、１９７４年以来建築における金属製品のエキスパートとして都市づく

り、環境づくりの一翼を担って参りました。 

蓄積された高水準の技術、技能、管理、安全等々の実績をもとに金属工事

全般にわたり社員ともども一丸となってより一層の研鑽に勤め「誠」と「和」を

もって安心安全な建築物の創造の一端に寄与すべく一歩ずつ確実に前進

して参ります。 

 

発行企業名 三給株式会社 https://www.39-jp.com/ 

所在地 愛知県岡崎市上青野町中屋敷１００番地 

代表者 林 元造 

事業内容 業務用食品卸売業 

資本金 ７０百万円 

年商 ５，３８８百万円（２０２０年３月期） 

従業員数 １３５名 

ＰＲコメント 

当社は、給食・外食事業を営むお客様の最適な仕入パートナーを目指して

います。愛知県から静岡県西部のお客様へ、食材提案、安心・安全な物流

品質、迅速な対応、豊富な品揃えに取り組み、お客様のご商売繁盛にお役

立ちすることを通じて、地域社会の食文化と健康に貢献します。 

 

発行企業名 株式会社タカオエステート https://www.takaoestate-net.jp/company 

所在地 愛知県尾張旭市庄中町１丁目１０番地１０ 

代表者 樫原 力也 

事業内容 不動産売買業 

資本金 ３０百万円 

年商 ２，４７３百万円（２０１９年８月期） 

従業員数 ２７名 

ＰＲコメント 

当社では「お客様一人、ひとりにより快適な住まいを」ご提案することを目指

し不動産買取、中古住宅再生販売、リノベーションを中心に手掛けていま

す。 

変化していく住宅市場に対応し、皆様から引き継いだ住まいに一軒々大切

に手を掛けて次の世代に引き継いでいきます。 

 

発行企業名 株式会社名古屋オイルレス http://www.na-o.co.jp 

所在地 愛知県小牧市大草檀之上５４１５番地 

代表者 浦田 大輔 

事業内容 自動車部品製造業 

https://www.39-jp.com/
https://www.takaoestate-net.jp/company
http://www.na-o.co.jp/


資本金 １０百万円 

年商 ９５２百万円（２０１９年９月期） 

従業員数 ５７名 

 

発行企業名 株式会社ルーフコーポレーション  

所在地 愛知県名古屋市緑区大根山２丁目５０３番地 

代表者 片岡 孝裕 

事業内容 自動車ディーラー 

 

発行企業名 明倫運輸株式会社  

所在地 愛知県東海市名和町５番割３番地の１ 

代表者 中村 吉之 

事業内容 一般貨物自動車運送業 

 

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 １２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。 

 

以上 

 

【ご照会先：法人営業部法人業務グループ TEL ０５８－２６６－１８１５】         

http://sennari.aichi.jp/

