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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（会長兼頭取 村瀬 幸雄、以下「当行」といいます。）は、『じゅうろくＳ

ＤＧｓ私募債「つながるこころ」』（６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、お客さまの資金調達と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 

 

６月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：９件 ６９０百万円） 

発行企業 

代表者 所在地 

業種 発行額（百万円） 期間（年） 

寄贈先 

株式会社日構技術 

センター 

宮部 恒行 岐阜県岐阜市六条江東２丁目１番１６号 

測量・建設コンサルタン

ト 
３０ ３ 

岐阜大学教育学部附属小中学校 

株式会社平成調剤薬局 

大橋 哲也 岐阜県岐阜市八代１丁目３番３号 

医療・福祉業 １５０ ３ 

岐阜市立恵光学園 

鵜飼不動産株式会社 

鵜飼 隆司 岐阜県岐阜市福光東２丁目８番５号 

不動産売買・仲介業 ２００ ５ 

関市立関商工高等学校 

佐野運送有限会社 

佐野 宏和 岐阜県関市武芸川町跡部７８８番地の７ 

運送業 ５０ ５ 

公益財団法人 交通遺児等育成基金 

株式会社銀の森 

コーポレーション 

渡邉 好作 岐阜県恵那市大井町２７１１番地の２ 

食品製造業 １００ ３ 

恵那市立恵那東中学校 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



 

株式会社サクライ 

櫻井 弘世 愛知県稲沢市治郎丸椿町３３番地 

土木工事業 ３０ ５ 

稲沢市立下津小学校 

株式会社東海鋼業 

井土 研男 愛知県小牧市大字大草字切畑１３８０番地 

鉄筋加工業 ５０ ７ 

春日井市立鷹来中学校 

株式会社ＡＳＵＭＯ 

前田 裕士 愛知県春日井市美濃町２丁目１１９番地 

社会福祉業 ５０ ７ 

春日井市 

有限会社角商会 

服部 達昌 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目１番６号 

タイヤ卸売業 ３０ ５ 

名古屋市立広路小学校 

 

 

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。 

６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） 

発行企業 
代表者 所在地 

業種 発行額（百万円） 年数 

株式会社サイトウ 
齋藤 幸二郎 岐阜県岐阜市西改田東改田入会地２番地１ 

土地売買業 ３０ ７ 

 

 

 

発行企業の概要 

発行企業名 株式会社日構技術センター http://www.nikko-tech.co.jp/ 

所在地 岐阜県岐阜市六条江東２丁目１番１６号 

代表者 宮部 恒行 

事業内容 測量・建設コンサルタント 

資本金 ５０百万円 

年商 ２４３百万円（２０２１年６月期） 

従業員数 ２１名 

ＰＲコメント 

土木構造物メンテナンス調査、構造物詳細設計を通じて、国土インフラ整

備に貢献しています。お客様のニーズに応えるべく多種多様な高価なソフ

トウエアを用いて様々な構造（補修）設計・検討・解析等を行っています。 

尚、ドローン数基による活用や３Ｄ・ＣＩＭにも取り組んで前途を扇の如く開く

努力をしています。 

http://www.nikko-tech.co.jp/


 

発行企業名 株式会社平成調剤薬局 http://heisei-ph.com/ 

所在地 岐阜県岐阜市八代１丁目３番３号 

代表者 大橋 哲也 

事業内容 医療・福祉業 

資本金 １０百万円 

年商 ２，０７４百万円（２０２０年８月期） 

従業員数 １４２名 

ＰＲコメント 

平成四年、小さな調剤薬局を創業して三十年。岐阜市を中心に「まちの健

康ステーション」として調剤薬局、介護、カフェ（薬膳）、託児所などの事業

展開をしています。幅広い専門職のスペシャリストが地域の方々をバックア

ップ。健康情報の発信、健康フェスの開催等、健やかな暮らしをトータル的

にサポートする企業を目指しております。又、仕事と子育ての両立を応援

し、従業員にとっても健康で働ける職場環境づくりに取り組んでいます。 

 

 

発行企業名 鵜飼不動産株式会社 http://ukai-re.jp 

所在地 岐阜県岐阜市福光東２丁目８番５号 

代表者 鵜飼 隆司 

事業内容 不動産売買・仲介業 

資本金 ５１百万円 

年商 １，５３６百万円（２０２０年９月期） 

従業員数 ２６名 

ＰＲコメント 

わが社は創業以来、不動産売買仲介を始め土地開発及び販売、中古住宅

の買取リノベーション後販売、アパート賃貸業、太陽光発電による売電事

業、２４時間フィットネスジム事業を手掛け、年商１５億円の企業に成長致し

ました。時代の変化を常に感じ現状に甘んじることなくチャレンジできる会

社、事業を通じてよいつながりを育み、お客様に感動を与えられ、社会全

体に広げていく存在になる事を目指し邁進してまいります。 

 

 

発行企業名 佐野運送有限会社  

所在地 岐阜県関市武芸川町跡部７８８番地の７ 

代表者 佐野 宏和 

事業内容 運送業 

資本金 １０百万円 

従業員数 ２６名 

http://heisei-ph.com/
http://ukai-re.jp/


ＰＲコメント 

弊社は、東海三県を中心に大手製紙メーカー及びバイオマス発電所に木

材チップの輸送を行っております。これからも『安全第一』を掲げ、地域の皆

様とともに、事故の無い社会の実現に貢献して参ります。 

 

 

発行企業名 株式会社銀の森コーポレーション  

所在地 岐阜県恵那市大井町２７１１番地の２ 

代表者 渡邉 好作 

事業内容 食品製造業 

 

 

発行企業名 株式会社サクライ  

所在地 愛知県稲沢市治郎丸椿町３３番地 

代表者 櫻井 弘世 

事業内容 土木工事業 

資本金 １０百万円 

年商 １４５百万円（２０２０年５月期） 

従業員数 ８名 

ＰＲコメント 

当社は主として土木工を業としております。加えてエクステリア関係の仕事

にも強みがあります。創業昭和３５年で今年で業歴６０年となります。地元で

ある稲沢市を中心に堅実に事業を行っております。 

 

 

発行企業名 株式会社東海鋼業 https://www.toukai-k.jp 

所在地 愛知県小牧市大字大草字切畑１３８０番地 

代表者 井土 研男 

事業内容 鉄筋加工業 

資本金 １０百万円 

年商 ４８２百万円（２０２０年３月期） 

従業員数 ２１名 

 

 

発行企業名 株式会社ＡＳＵＭＯ https://www.asumo.info/ 

所在地 愛知県春日井市美濃町２丁目１１９番地 

代表者 前田 裕士 

事業内容 訪問介護業 

年商 ３００百万円（２０２１年３月期） 

従業員数 １００名 

https://www.toukai-k.jp/
https://www.asumo.info/


ＰＲコメント 

当社は平成２４年３月に春日井市篠木町にて「訪問介護事業・アスモ」を創

業。創業６年目の平成３０年９月に共同生活援助・アスモ南下原、創業１０

年目の令和３年６月に就労継続支援Ｂ型事業所・アスモプラスの運営をスタ

ート致しました。また訪問介護事業所を春日井市美濃町へ移転し、さらなる

事業展開を目指しております。令和３年第１０月期売上高目標３．５億円。

従業員１２０名を目標に邁進致します。 

 

 

発行企業名 有限会社角商会  

所在地 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目１番６号 

代表者 服部 達昌 

事業内容 タイヤ卸売業 

ＰＲコメント 

弊社は昭和５８年１月５日設立のタイヤ卸売業を主業としている会社です。 

主にオートバイ、自転車等、二輪車用のタイヤを取扱いしています。 

 

 

発行企業名 株式会社サイトウ  

所在地 岐阜県岐阜市西改田東改田入会地２番地１ 

代表者 齋藤 幸二郎 

事業内容 土地売買業 

 

 

以 上 

 

【本件ご照会先：経営企画部 広報・ＩＲ室 ＴＥＬ ０５８－２６６－２５１１】      

 


