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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 

ＳＤＧｓ私募債「つながるこころ」』（９月２７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 

 

９月２７日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：２６件 １，２４０百万円） 

発行企業 

代表者 所在地 

業種 発行額（百万円） 期間（年） 

寄贈先 

オールコントロール 

サービス株式会社 

故金 正司 岐阜県岐阜市則武中１丁目１９番３０号 

害虫駆除業 ５０ ７ 

調整中 

株式会社イズミ通信 

小泉 宣昭 岐阜県岐阜市菅生６丁目９番１７号 

電気通信工事業 ５０ ７ 

学校法人 平島学園 こじか幼稚園 

有限会社ル・スリジエ 

ダムール洋菓子店 

河合 真一 岐阜県岐阜市北一色４丁目４番３０号 

菓子製造・小売業 ５０ ５ 

調整中 

箕浦商事株式会社 

箕浦 広紀 岐阜県岐阜市八代２丁目１２番２４号 

貨物軽自動車運送業 ５０ ５ 

岐阜市 

 

 

 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



ギホク株式会社 

森田 雄一 岐阜県山県市高富２４４３番地１ 

測量設計事業・介護医

療人材紹介事業・外国

人就労支援事業 

３０ ５ 

山県市 

小塚メタル株式会社 

小塚 将樹 岐阜県瑞穂市稲里５４５番地１ 

非鉄金属卸売業 ３０ ７ 

瑞穂消防署 

株式会社ＧＢ 

古山 亨 岐阜県瑞穂市別府３３０番地 

不動産業 ３０ ３ 

瑞穂市 

西濃化成株式会社 

小川 秀樹 岐阜県揖斐郡池田町宮地６３７番地 

製造業 １００ ７ 

池田町 

株式会社甲山製作所 

藤田 幸夫 岐阜県可児市二野２０００番地 

製造業 ６０ ７ 

独立行政法人 地域医療機能推進機構 可児とうのう病院 

株式会社苗木建設 

坪井 幸宏 岐阜県中津川市苗木山ノ田１２５５番地の３ 

土木建設業 ３０ ７ 

中津川市立苗木小学校 

株式会社コスモマツオカ 

松岡 守  岐阜県下呂市金山町大船渡６２８番地の１ 

婦人服小売業 ６０ ７ 

下呂市立金山中学校 

株式会社沢田鉄筋 

沢田 暁宏 岐阜県安八郡安八町南條１２８０番地１ 

鉄筋工事業 ３０ ７ 

岐阜県立羽島特別支援学校 

下村電機工業株式会社 

賀川 静夫 
愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字四ツ辻東一ノ切

７０番地１ 

製造業 ５０ ７ 

一宮市 

株式会社桂工務店 

桂木 法男 愛知県一宮市千秋町加納馬場字米野６番地２ 

土木建築工事業 ３０ ５ 

一宮市立千秋東小学校 

 

 



株式会社カーショップ 

ユタカ 

豊島 史武 愛知県一宮市大和町苅安賀字川原８番地１ 

自動車部分品・ 

附属品小売業 
５０ ５ 

学校法人 南山学園 南山高等・中学校女子部 

株式会社ティ・エフ・シー 

池田 静彦 愛知県稲沢市松下１丁目２番１号 

空調工事業 ３０ ５ 

稲沢市 

名和運輸株式会社 

髙橋 大作 愛知県小牧市大字間々原新田字上芳池１８７ 

運送業 ５０ ５ 

小牧市中央図書館 

ロテック株式会社 

西尾 文哲 愛知県北名古屋市鹿田坂巻２３番地１ 

空調設備工事業 ５０ ５ 

北名古屋市 

有限会社フジ商事 

伊藤 高信 愛知県江南市高屋町西里２３番地 

飼料製造業 ５０ ７ 

愛知県立一宮東特別支援学校 

萬勇鞄株式会社 

服部 達昭 愛知県あま市西今宿平割一４０番地１ 

製造業 ３０ ３ 

あま市立甚目寺東小学校 

株式会社ホームプラン 

ナー・リデベロップメント 

橋口 俊介 愛知県名古屋市中区錦２丁目２番２号 

不動産売買業 ５０ ５ 

名古屋市立上名古屋保育園 

スギムラ化学工業 

株式会社 

杉村 直人 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目１２番４号 

金属加工潤滑油剤等

製造業 
５０ ３ 

名古屋市立天子田小学校 

吉河エレックス株式会社 

吉田 匡輝 愛知県名古屋市熱田区沢上２丁目９番２６号 

変圧器類製造業 ３０ ３ 

名古屋市立富士見台小学校 

東部建設株式会社 

藤田 繁樹 愛知県名古屋市緑区鶴が沢１丁目１３１９番地 

住宅分譲業 ５０ ５ 

名古屋市立徳重小学校 

株式会社ハウスジャパン 

田村 孝志 愛知県高浜市神明町７丁目１３番地３８ 

住宅分譲業 １００ ７ 

刈谷市立双葉保育園 



三重淡水魚株式会社 

秋山 茂夫 三重県桑名市大字安永８９６番地 

活鰻卸売業 ５０ ７ 

社会福祉法人 桑名市社会福祉協議会 

 

 

９月２７日発行分 信用保証協会の保証付私募債（合計：３件 ２８０百万円） 

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 

株式会社チェックハウス 

草野 謙輔 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野１７２３番地の１ 

住宅建設業 岐阜県 １００ ７ 

大野町立東小学校 

株式会社ムソー 

木下 太一郎 愛知県小牧市郷西町８８番地 

運送業 愛知県 １００ ７ 

小牧市 

押切電機株式会社 

岡田 重雄 愛知県春日井市神屋町熊野上１１３９番地の４９ 

民生用電気機械器具

製造業 
愛知県 ８０ ７ 

春日井市立神屋小学校 

 

 

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。 

９月２７日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：３件 ３００百万円） 

発行企業 
代表者 所在地 

業種 発行額（百万円） 年数 

株式会社北斗 

小川 康則 愛知県一宮市泉１丁目１５番地２ 

外構事業・介護事業・ 

不動産事業 
１００ ７ 

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 
１５０ ３ 

有限会社ライフステー 

ション 

山口 光金 愛知県名古屋市南区元塩町１丁目３６番地３ 

不動産売買・ 

不動産賃貸業 
５０ ５ 

 



発行企業の概要 

発行企業名 オールコントロールサービス株式会社 http://www.allcont.com 

所在地 岐阜県岐阜市則武中１丁目１９番３０号 

代表者 故金 正司 

事業内容 害虫駆除業 

資本金 １０百万円 

年商 ２９２百万円（２０２１年３月期） 

従業員数 ２９名 

ＰＲコメント 

当社は、岐阜、三重、奈良、京滋でネズミ、ゴキブリ等の害虫・害獣駆除をし

ています。最近では、コロナウイルスの消毒や、ＨＡＣＣＰに基づく衛生安全

サポートを手掛けています。生活環境の安全、安心はオールコントロールに

お任せ下さい。 

 

発行企業名 株式会社イズミ通信 https://www.izumi-t.com 

所在地 岐阜県岐阜市菅生６丁目９番１７号 

代表者 小泉 宣昭 

事業内容 電気通信工事業 

資本金 ５０百万円 

 

発行企業名 有限会社ル・スリジエダムール洋菓子店 https://cerisierdamour.com 

所在地 岐阜県岐阜市北一色４丁目４番３０号 

代表者 河合 真一 

事業内容 菓子製造・小売業 

資本金 ３百万円 

年商 ９８５百万円（２０２１年６月期） 

従業員数 １６７名 

 

発行企業名 箕浦商事株式会社 https://minourashouji.jp 

所在地 岐阜県岐阜市八代２丁目１２番２４号 

代表者 箕浦 広紀 

事業内容 電話帳配布・ポスティング業 

資本金 １０百万円 

年商 １，３１３百万円（２０２１年３月期） 

従業員数 ２６名 

http://www.allcont.com/
https://www.izumi-t.com/
https://cerisierdamour.com/
https://minourashouji.jp/


ＰＲコメント 

当社は、創業以来４０年以上に渡る電話帳配達により、作業の正確性・配

達品質を高くご評価頂いております。この長年の電話帳全戸配布の経験を

活かし、現在はポスティング事業・宅配事業も展開しております。 

『確実・安全に』をモットーに、信頼と安心を感じて頂けるサービスの充実と

品質向上を目指し、これからも物流の多様化に対応できるよう、全国で活躍

するドライバーと連携しながら取り組んでまいります。 

 

発行企業名 ギホク株式会社 https://gihoku.com 

所在地 岐阜県山県市高富２４４３番地１ 

代表者 森田 雄一 

事業内容 測量設計事業・介護医療人材紹介事業・外国人就労支援事業 

資本金 １０百万円 

年商 ８６百万円（２０２０年１０月期） 

従業員数 １１名 

ＰＲコメント 

弊社は測量設計事業・介護医療人材紹介事業・外国人就労支援事業を地

域特化で展開している企業です。測量設計事業では、長年培った測量技

術で地域の基盤整備を支え、介護医療人材紹介事業では、高齢者が安心

して暮らせる地域づくりを支え、外国人就労支援事業では、日本とベトナム

との架け橋となり、地域企業の雇用を支えます。この３事業を地域特化で展

開することにより、「地域になくてはならない企業」を目指します。 

 

発行企業名 小塚メタル株式会社 http://www.kozukametal.com 

所在地 岐阜県瑞穂市稲里５４５番地１ 

代表者 小塚 将樹 

事業内容 非鉄金属卸売業 

資本金 １０百万円 

年商 ２，０８８百万円（２０２１年３月期） 

従業員数 ２６名 

 

発行企業名 株式会社ＧＢ https://gb-tokai.jp 

所在地 岐阜県瑞穂市別府３３０番地 

代表者 古山 亨 

事業内容 不動産業 

資本金 ９百万円 

年商 ４２０百万円（２０２０年１０月期） 

従業員数 ９名 

 

 

 

https://gihoku.com/
http://www.kozukametal.com/
https://gb-tokai.jp/


発行企業名 西濃化成株式会社 https://www.seino-kasei.co.jp 

所在地 岐阜県揖斐郡池田町宮地６３７番地 

代表者 小川 秀樹 

事業内容 製造業 

資本金 １０百万円 

年商 ２，０５１百万円（２０２１年３月期） 

従業員数 １１０名 

ＰＲコメント 

当社は創業以来培った各種プラスチック製品の製造・量産を軸に、射出成

型・ブロー成型などのノウハウを生かしたもの造りを日々堅実に行い、お客

様に満足頂ける製品を供給することに努めております。 

「もの造りは、まず人造りなり」より、社員の育成・品質の向上に力を入れ、よ

り良い会社造りに社員一同一丸となり今後益々の会社発展・社会貢献に尽

力して参ります。 

 

発行企業名 株式会社甲山製作所  

所在地 岐阜県可児市二野２０００番地 

代表者 藤田 幸夫 

事業内容 製造業 

 

発行企業名 株式会社苗木建設  

所在地 岐阜県中津川市苗木山ノ田１２５５番地の３ 

代表者 坪井 幸宏 

事業内容 土木建設業 

 

発行企業名 株式会社コスモマツオカ http://www.cosmomatsuoka.com 

所在地 岐阜県下呂市金山町大船渡６２８番地の１ 

代表者 松岡 守  

事業内容 婦人服小売業 

資本金 ３０百万円 

年商 ２，７８７百万円（２０２１年２月期） 

従業員数 ２４０名 

ＰＲコメント 

当社は岐阜県・愛知県下で３１店舗を展開する衣料品スーパーです。日常

よく使う消耗品から布団まで、お客様の要望に何でも答える豊富な品数を

驚きの価格にて提供していきます。 

欲しいものだけを欲しいときに少しでも安く購入したいという消費マインドに

お応えするため、マツオカは衣料品に限らず、住関連や雑貨を強力に提供

し、新しいタイプのバラエティストアーを目指します。 

 

 

https://www.seino-kasei.co.jp/
http://www.cosmomatsuoka.com/


発行企業名 株式会社沢田鉄筋  

所在地 岐阜県安八郡安八町南條１２８０番地１ 

代表者 沢田 暁宏 

事業内容 鉄筋工事業 

 

発行企業名 下村電機工業株式会社  

所在地 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字四ツ辻東一ノ切７０番地１ 

代表者 賀川 静夫 

事業内容 製造業 

資本金 １２百万円 

従業員数 ６０名 

 

発行企業名 株式会社桂工務店  

所在地 愛知県一宮市千秋町加納馬場字米野６番地２ 

代表者 桂木 法男 

事業内容 土木建築工事業 

 

発行企業名 株式会社カーショップユタカ  

所在地 愛知県一宮市大和町苅安賀字川原８番地１ 

代表者 豊島 史武 

事業内容 自動車部分品・附属品小売業 

資本金 ４５百万円 

年商 ２，６００百万円（２０２１年３月期） 

従業員数 １２７名 

 

発行企業名 株式会社ティ・エフ・シー  

所在地 愛知県稲沢市松下１丁目２番１号 

代表者 池田 静彦 

事業内容 空調工事業 

資本金 ２０百万円 

年商 ２４９百万円（２０２１年４月期） 

従業員数 １０名 

ＰＲコメント 

当社は空調工事を主業としております。昭和６２年に創業し今年で業歴３４

年になります。稲沢市に事務所を構え堅実に事業を行っております。 

 

 



発行企業名 名和運輸株式会社  

所在地 愛知県小牧市大字間々原新田字上芳池１８７ 

代表者 髙橋 大作 

事業内容 運送業 

 

発行企業名 ロテック株式会社 http://www.rotec-k.co.jp 

所在地 愛知県北名古屋市鹿田坂巻２３番地１ 

代表者 西尾 文哲 

事業内容 空調設備工事業 

資本金 １０百万円 

年商 ３８０百万円（２０２１年４月期） 

従業員数 ５名 

ＰＲコメント 

当社は食品工場のプラント・空調設備などお客様のリクエストに応じて最適

かつ省エネルギーを考慮しました装置及び設備を、設計から施工まで行い

納入させて頂いております。 

特に、食品工場のプラント・空調設備・クリーンルーム等の産業空調設備・

電気設備、自動制御装置の設計・開発・施工を得意としております。  

 

発行企業名 有限会社フジ商事  

所在地 愛知県江南市高屋町西里２３番地 

代表者 伊藤 高信 

事業内容 飼料製造業 

 

発行企業名 萬勇鞄株式会社 https://www.manyu-randoselu.jp 

所在地 愛知県あま市西今宿平割一４０番地１ 

代表者 服部 達昭 

事業内容 ランドセル製造業 

資本金 １０百万円 

年商 ５８８百万円（２０２１年３月期） 

従業員数 ３７名 

ＰＲコメント 

当社は手縫い・手作でランドセルを製造している会社です。 

飽きのこないデザイン、大好きなカラー、そして、手縫いの丈夫さが特徴で

す。 

男の子用も、女の子用も、定番デザインからおしゃれなデザインを、豊富な

カラー・ラインナップでご用意しています。 

 

 

 

 

http://www.rotec-k.co.jp/
https://www.manyu-randoselu.jp/


発行企業名 
株式会社ホームプランナー・リデベロップメント 

https://re-homeplanner.co.jp 

所在地 愛知県名古屋市中区錦２丁目２番２号 

代表者 橋口 俊介 

事業内容 不動産売買業 

資本金 １００百万円 

年商 ３，６０１百万円（２０２１年２月期） 

従業員数 １３名 

ＰＲコメント 

当社は、名古屋の「不動産最適化企業」として、既存不動産を利活用し、不

動産価値を高める「不動産再生のプロフェッショナル」集団です。既存不動

産の買取再生を軸とした不動産再生事業、収益物件の再生・保有貸付を

行う不動産投資・賃貸事業、宅地開発・収益不動産開発を手がける不動産

開発・分譲事業、借地・底地の買取・権利調整を行う借地権事業など、多種

多様の不動産ストックを的確な見極めにより最適化させます。 

 

発行企業名 スギムラ化学工業株式会社 http://www.sugimura-chem.jp 

所在地 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目１２番４号 

代表者 杉村 直人 

事業内容 金属加工潤滑油剤・金属腐食抑制剤・金属防錆油剤等の製造販売 

資本金 ６６百万円 

 

発行企業名 吉河エレックス株式会社 https://www.yoshikawa-elex.co.jp 

所在地 愛知県名古屋市熱田区沢上２丁目９番２６号 

代表者 吉田 匡輝 

事業内容 変圧器類製造業 

資本金 １２百万円 

従業員数 ７３名 

ＰＲコメント 

吉河エレックス株式会社は、電源トランス、リアクトル、精密板金製造を主軸

に取り組み、昭和２３年の創業から７３年を経て更なる挑戦を続けておりま

す。 

相手を想いやり、営業、設計、製造に関して、無駄の無い、筋肉質の活動、

また環境問題に配慮し、法令を守る「場」創りをもって信頼と信用を維持し

続ける企業でありたいと一丸となり考え合っております。宜しくお願い申し上

げます。 

 

発行企業名 東部建設株式会社  

所在地 愛知県名古屋市緑区鶴が沢１丁目１３１９番地 

代表者 藤田 繁樹 

事業内容 住宅分譲業 

https://re-homeplanner.co.jp/
http://www.sugimura-chem.jp/
https://www.yoshikawa-elex.co.jp/


 

発行企業名 株式会社ハウスジャパン https://www.house-japan.co.jp 

所在地 愛知県高浜市神明町７丁目１３番地３８ 

代表者 田村 孝志 

事業内容 住宅分譲業 

 

発行企業名 三重淡水魚株式会社 http://www.mietan.co.jp 

所在地 三重県桑名市大字安永８９６番地 

代表者 秋山 茂夫 

事業内容 活鰻卸売業 

資本金 ２０百万円 

年商 １，９５９百万円（２０２１年４月期） 

従業員数 ２５名 

ＰＲコメント 

当社は、桑名市を拠点として北海道から沖縄までのお客様に活鰻や加工

鰻を毎日お届けしています。当社の使命は鰻を愛する人達の為に、持てる

力を存分に発揮して鰻蒲焼文化を守り続ける一端を担い未来に継承して

いくことです。現在、ニホンウナギの天然資源が急速に減少し、鰻文化を取

り巻く環境はとても厳しいですが、創業以来培ってきた技術をさらに磨きを

かけて鰻業界発展の為に微力ながら提供させていただく所存です。 

 

発行企業名 株式会社チェックハウス https://www.checkhouse.net 

所在地 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野１７２３番地の１ 

代表者 草野 謙輔 

事業内容 住宅建設業 

資本金 ２０百万円 

従業員数 ３４名 

 

発行企業名 株式会社ムソー  

所在地 愛知県小牧市郷西町８８番地 

代表者 木下 太一郎 

事業内容 運送業 

 

発行企業名 押切電機株式会社 http://www.oshikiri.net 

所在地 愛知県春日井市神屋町熊野上１１３９番地の４９ 

代表者 岡田 重雄 

事業内容 民生用電気機械器具製造 

資本金 ５０百万円 

従業員数 ３５名 

https://www.house-japan.co.jp/
http://www.mietan.co.jp/
https://www.checkhouse.net/
http://www.oshikiri.net/


ＰＲコメント 

当社の強みはオーダーメイド製品であるということ。また、自社での設計、組

立までの一貫製造販売を行い、メンテナンスから修理サービスを付帯した

活動を行っており、他社との差別化を図っております。 

 

発行企業名 株式会社北斗 https://hokuto7s.co.jp 

所在地 愛知県一宮市泉１丁目１５番地２ 

代表者 小川 康則 

事業内容 外構事業・介護事業・不動産事業 

資本金 ２０百万円 

従業員数 １０８名 

 

発行企業名 明倫運輸株式会社  

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 

 

発行企業名 有限会社ライフステーション 

所在地 愛知県名古屋市南区元塩町１丁目３６番地３ 

代表者 山口 光金 

事業内容 不動産売買・不動産賃貸業 

 

 以 上 

 

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

https://hokuto7s.co.jp/

