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各位 

 

 

 

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 石黒 明秀、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」』（２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 

 

２月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：９件 ５２０百万円） 

発行企業 

代表者 所在地 

業種 発行額（百万円） 期間（年） 

寄贈先 

株式会社ローブ 

志知 勝 岐阜県岐阜市楠町１丁目１６番地 

子供服卸売業 ５０ ５ 

社会福祉法人日本児童育成園 

有限会社棚橋ファーム 

棚橋 剛 岐阜県岐阜市岩利４丁目４７番地 

鶏卵製造、販売業 ３０ ７ 

岐阜市 

可兒化成工業株式会社 

可児裕章 岐阜県可児市下切１１３４番地 

製造業 ３０ ７ 

可児市立旭小学校 

株式会社 

共栄電気炉製作所 

牛野 拓造 岐阜県多治見市 

製造業 ５０ ５ 

調整中 

 

 



有限会社一誠 

吉川 立洋 愛知県愛西市川北町平１１５番地 

寝具卸売業 ３０ ３ 

羽島市立福寿小学校 

株式会社ワイエートレード 

浅野 芳郎 岐阜県岐阜市薮田南５丁目１６番１７号 

衣料品製造業 ５０ ５ 

岐阜県立長良高等学校 

株式会社エサキホーム 

江嵜 光彦 愛知県一宮市東出町７番地１ 

戸建分譲住宅販売業 ２００ ５ 

調整中 

株式会社植田自動車 

植田 邦仁 愛知県豊田市御立町３丁目１１番地２ 

自動車整備業 ３０ ７ 

学校法人愛知ルーテル学院 挙母ルーテル幼稚園 

株式会社ビレッジ開発 

下村 幸夫 愛知県安城市三河安城本町２丁目７番地１３ 

不動産賃貸業 ５０ ５ 

愛知県立安城農林高等学校 

 

２月２５日発行分 保証協会の保証付私募債（合計：２件 ２００百万円） 

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 

トーエー食品株式会社 

服部 公雄 岐阜県関市下有知２１番地の３ 

食品加工製造 岐阜県 １００ ７ 

関市立下有知小学校 

株式会社ダイアーツ 

コーポレーション 

成本 孝太郎  愛知県名古屋市守山区白山１丁目１６０３番地 

ガソリンスタンド業 愛知県 １００ ７ 

日進市立日進西中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



発行企業の概要 

 

発行企業名 株式会社ローブ http://smile.robe.co.jp/  

所在地 岐阜県岐阜市楠町１丁目１６番地 

代表者 志知 勝 

事業内容 子供服卸売業 

資本金 ３７百万円 

ＰＲコメント 

私どもローブでは子供に関わるすべての人をお客様と考えています。デザ

イン・素材選び・縫製それぞれの過程で、安全にも細心の注意を払いこだ

わりのものづくりをしております。お子様のことを第一に考えたものづくりを

通して、お子様に関わるすべての人を笑顔にし、幸せを感じられる社会にし

ていきたいと思っております。 

 

発行企業名 有限会社棚橋ファーム https://www.daigoran.jp  

所在地 岐阜県岐阜市岩利４丁目４７番地 

代表者 棚橋 剛 

事業内容 鶏卵製造・販売業 

資本金 ３百万円 

年商 １７１百万円（２０２１年６月期） 

従業員数 ９名 

ＰＲコメント 

当社は鶏卵の製造、販売を行っております。 

鶏にとってビタミンやＤＨＡ等を含んだ良い餌と水を与え、健康な鶏が産む

健康に良い卵、美味しい卵として『醍醐卵』をお届けしております。 

 

発行企業名 可兒化成工業株式会社  

所在地 岐阜県可児市下切１１３４番地 

代表者 可児裕章 

事業内容 プラスチック製品製造 

資本金 １０百万円 

年商 １９５百万円（２０２１年８月期） 

従業員数 １４名 

ＰＲコメント 

弊社は主に自動車のプラスチック部品を製造しております。 

２４時間生産に対応し、お客様のご要望に応えるべく日々活動しておりま

す。 

 

http://smile.robe.co.jp/
https://www.daigoran.jp/


発行企業名 株式会社共栄電気炉製作所  

所在地 岐阜県多治見市 

代表者 牛野 拓造 

事業内容 製造業 

 

発行企業名 有限会社一誠 http://issei.co  

所在地 愛知県愛西市川北町平１１５番地 

代表者 吉川 立洋 

事業内容 寝具、インテリア用品、雑貨、肌着の卸売 

資本金 ３百万円 

年商 ３，４７４百万円（２０２１年３月期） 

従業員数 ３６名 

ＰＲコメント 

当社は、寝具、インテリア、雑貨、肌着等を中心に、全国の小売店様への商

品提供を通じ、業界を席巻する企業を目指しております。中国をはじめアジ

ア各国に自ら出向き、商品企画、商品の買い付けを通じ、日本と各国の架

け橋になれるよう日々取り組んでおります。「自由な発想が生かせる社風」

が特徴であり、従業員それぞれの個性が輝ける環境を第一に考え、社会か

らより求められる企業へと邁進していく所存です。 

 

発行企業名 株式会社ワイエートレード  

所在地 岐阜県岐阜市薮田南５丁目１６番１７号 

代表者 浅野 芳郎 

事業内容 衣料用繊維品の製造加工販売 

資本金 ２０百万円 

年商 ４７２百万円（２０２１年２月期） 

従業員数 ９名 

 

発行企業名 株式会社エサキホーム  

所在地 愛知県一宮市東出町７番地１ 

代表者 江嵜 光彦 

事業内容 戸建分譲住宅販売業 

 

発行企業名 株式会社植田自動車  

所在地 愛知県豊田市御立町３丁目１１番地２ 

代表者 植田 邦仁 

事業内容 自動車整備業 

 

http://issei.co/


発行企業名 株式会社ビレッジ開発 https://village-kaihatu.jp/  

所在地 愛知県安城市三河安城本町２丁目７番地１３ 

代表者 下村 幸夫 

事業内容 不動産賃貸業 

資本金 ９９百万円 

年商 ２，６９７百万円（２０２１年３月期） 

従業員数 ３９名 

ＰＲコメント 

当社は愛知県西三河地方を中心に、主に事業用不動産の賃貸・管理・売

買・仲介を手掛けております。特に三河安城駅周辺では、賃貸オフィスでシ

ェアナンバーワンを誇ります。地域貢献活動にも積極的に参加しておりま

す。社会の変化に対応し、社員一丸となって「地域から必要とされる企業」

を目指します。 

 

発行企業名 トーエー食品株式会社  

所在地 岐阜県関市下有知２１番地の３ 

代表者 服部 公雄 

事業内容 食品加工製造 

 

発行企業名 株式会社ダイアーツコーポレーション  

所在地 愛知県名古屋市守山区白山１丁目１６０３番地 

代表者 成本 孝太郎  

事業内容 ガソリンスタンド業 

 

 

 

 

以 上 

 

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

https://village-kaihatu.jp/

