
2019年 9月 25日 

 

名古屋銀行・信用保証協会保証付私募債の取扱いについて 

   名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、法人のお客さまの私募債発行による長期安定資金調達を支

援しております。私募債の発行は企業規模、財務、収益内容についての厳しい発行基準をクリア

することが必要であり、私募債発行企業は優良企業として財務内容の健全性など、対外信用力を

高めることができます。 

今般、私募債（9 月債）につきまして下記（公表承諾分）の通り引受けとなりましたのでお知

らせします。 

記 

 

社債名称 システムクリエート株式会社  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 名古屋駅前支店 

企業住所 名古屋市中村区椿町 19番 7号 

代表者 松岡 弘治 設立年月 1980年 4月 

発行額   30百万円 事業内容 受託開発ソフトウェア業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 34人 

償還年限 3年 資本金 10,000千円 

 

社債名称 
総合基礎株式会社 第 2回無担保社債 

（名古屋銀行・愛知県信用保証協会共同保証付） 

お取引店 名古屋駅前支店 

企業住所 名古屋市西区城西四丁目 8番 5号 

代表者 小田 眞人 設立年月 2012年 5月 

発行額   50百万円 事業内容 建設土木業 

発行日 2019年 9月 25日 従業員数 18人 

償還年限 5年 資本金 5,000千円 

 

社債名称 
株式会社フリースタイル 第 1回無担保社債 

（名古屋銀行・愛知県信用保証協会共同保証付） 

お取引店 名古屋駅前支店 

企業住所 名古屋市中区錦一丁目 5番 13号 

代表者 青野 豪淑 設立年月 2006年 9月 

発行額   50百万円 事業内容 受託開発ソフトウェア業 

発行日 2019年 9月 25日 従業員数 127人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

 



 

社債名称 
株式会社中部電機 第 3回無担保社債 

（名古屋銀行・愛知県信用保証協会共同保証付） 

お取引店 堀田支店 

企業住所 名古屋市瑞穂区浮島町 6番 25号 

代表者 木村 俊介 設立年月 2009年 5月 

発行額   100百万円 事業内容 工業炉部品製造業 

発行日 2019年 9月 25日 従業員数 20人 

償還年限 5年 資本金 30,000千円 

 

 

社債名称 
東海パートナーズ株式会社 第 2回無担保社債 

（名古屋銀行・名古屋市信用保証協会共同保証付） 

お取引店 八熊支店 

企業住所 名古屋市中川区西日置一丁目 1番 3号 

代表者 小牟田 哲也 設立年月 2007年 4月 

発行額   30百万円 事業内容 不動産売買業 

発行日 2019年 9月 25日 従業員数 4人 

償還年限 5年 資本金 9,000千円 

 

 

社債名称 電商株式会社 第 5回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 中村支店 

企業住所 名古屋市中川区春田一丁目 69番地 

代表者 村井 茂 設立年月 1973年 5月 

発行額   30百万円 事業内容 電力制御装置等製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 20人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

 

 

社債名称 栄興建設株式会社  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 上前津支店 

企業住所 名古屋市中区松原三丁目 3番 1号 

代表者 瀧川 和宏 設立年月 1949年 9月 

発行額   100百万円 事業内容 建設工事業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 34人 

償還年限 5年 資本金 40,000千円 

 

 

 



社債名称 江島産業株式会社  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 新瑞橋支店 

企業住所 名古屋市南区鶴田一丁目 5番 13号 

代表者 稲積 雄司 設立年月 1968年 7月 

発行額   100百万円 事業内容 土工・コンクリート工事業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 72人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

 

 

社債名称 株式会社 nexus  第 2回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 平針支店 

企業住所 愛知県日進市赤池五丁目 1602番地 

代表者 鈴木 豪 設立年月 2014年 9月 

発行額   50百万円 事業内容 保育園の経営 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 165人 

償還年限 5年 資本金 4,730千円 

 

 

社債名称 
株式会社大雄 第 8回無担保社債 

（名古屋銀行・名古屋市信用保証協会共同保証付） 

お取引店 藤が丘支店 

企業住所 名古屋市名東区藤見が丘 142番地 

代表者 湯浅 勝治 設立年月 1975年 10月 

発行額   100百万円 事業内容 小売業 

発行日 2019年 9月 25日 従業員数 45人 

償還年限 7年 資本金 16,000千円 

 

 

社債名称 かとう建装株式会社  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 南陽町支店 

企業住所 名古屋市港区福田一丁目 208番地 1号 

代表者 加藤 宏一 設立年月 1986年 5月 

発行額   30百万円 事業内容 内装工事業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 5人 

償還年限 2年 資本金 10,000千円 

 

 

 

 

 



社債名称 株式会社中部テック  第 6回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 一社支店 

企業住所 名古屋市名東区社台三丁目 48番地 

代表者 永草 新吾 設立年月 1959年 6月 

発行額   50百万円 事業内容 土木建築サービス業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 62人 

償還年限 5年 資本金 50,000千円 

 

 

社債名称 株式会社H4  第 4回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 一宮支店 

企業住所 愛知県一宮市浅野字青石 62番地 

代表者 堀 世至臣 設立年月 2012年 5月 

発行額   30百万円 事業内容 労働者派遣業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 160人 

償還年限 5年 資本金 50,000千円 

 

 

社債名称 株式会社豊電  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 豊川支店 

企業住所 愛知県豊川市三上町上石切 46番地 1 

代表者 村田 典広 設立年月 1985年 9月 

発行額   30百万円 事業内容 電子部品製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 38人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

 

 

社債名称 株式会社 BFC  第 4回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 蟹江支店 

企業住所 愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字西梅 103番地 1 

代表者 西川 卓也 設立年月 2003年 7月 

発行額   50百万円 事業内容 電気機械器具製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 53人 

償還年限 5年 資本金 25,000千円 

 

 以 上 


