
2019年 9月 25日 

 

SDGs・寄贈型私募債「未来への絆」の取扱いについて 

   名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、法人のお客さまの社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、SDGs・寄贈型私募債「未来への絆」（9月債）につきまして、下記（公表承諾分）の通

り引受ましたのでお知らせします。 

  当商品は、私募債を発行されるお客さまから受取る手数料の一部を、お客さまが指定した地域

の教育機関や地方公共団体、NPO法人に寄付・寄贈するものです。 

  当行と発行企業は SDGs活動、CSR活動を通じて、地域の「未来」を応援し、「絆」をつくり、

地域社会の繁栄を目指してまいります。 

 

記 

 

社債名称 株式会社メイエン  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 堀田支店 

企業住所 名古屋市瑞穂区明前町 10番 9号 

代表者 田中 友也 設立年月 1951年 5月 

発行額   100百万円 事業内容 機械器具設置工事業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 17人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 名古屋市立穂波小学校 

 

社債名称 萱野工業株式会社  第 4回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 浄心支店 

企業住所 名古屋市西区上名古屋三丁目 15番 11号 

代表者 萱野 淳一 設立年月 1961年 1月 

発行額   80百万円 事業内容 プラスチック製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 72人 

償還年限 5年 資本金 17,500千円 

寄贈先 学校法人桜花学園 桜花学園高等学校 

 



 

 

社債名称 
石光工業株式会社  第 30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 愛知県あま市甚目寺山王 35番地 

代表者 石原 政則 設立年月 1965年 8月 

発行額   120百万円 事業内容 自動車用内燃機関製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 341人 

償還年限 5年 資本金 50,000千円 

寄贈先 三重県立桑名北高等学校 

 

社債名称 
石光工業株式会社 第 31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 中村支店 

企業住所 愛知県あま市甚目寺山王 35番地 

代表者 石原 政則 設立年月 1965年 8月 

発行額   80百万円 事業内容 自動車用内燃機関製造業 

発行日 2019年 9月 25日 従業員数 341人 

償還年限 5年 資本金 50,000千円 

寄贈先 三重県立いなべ総合学園高等学校 

 

社債名称 
旭産業株式会社 第 4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 今池支店 

企業住所 名古屋市中区千代田五丁目 20番 6号 

代表者 江崎 康浩 設立年月 1952年 2月 

発行額   50百万円 事業内容 工業用作業用品卸売業 

発行日 2019年 9月 25日 従業員数 21人 

償還年限 5年 資本金 20,000千円 

寄贈先 名古屋市立春岡小学校 

 

社債名称 株式会社ナブエヤー 第 2回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 今池支店 

企業住所 名古屋市千種区日岡町二丁目 1番地の 1 

代表者 飯田  昭夫 設立年月 1994年 10月 

発行額   30百万円 事業内容 精密機械器具卸売業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 7人 

償還年限 5年 資本金 80,000千円 

寄贈先 愛知県立旭丘高等学校 

 

 



 

社債名称 株式会社アクアイグニス  第 2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 東京都中央区京橋一丁目 14番 9号 

代表者 立花 哲也 設立年月 2005年 9月 

発行額   100百万円 事業内容 飲食業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 146人 

償還年限 3年 資本金 90,000千円 

寄贈先 三重県立相可高等学校 

 

社債名称 富士丸産業株式会社  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 港支店 

企業住所 愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字中梅 59番地 

代表者 藤岡 稔丸 設立年月 1982年 5月 

発行額   50百万円 事業内容 機械器具設置工事業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 30人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 名古屋市立有松中学校 

 

社債名称 末若鋼業株式会社  第 7回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 港支店 

企業住所 名古屋市南区豊田五丁目 11番 79号 

代表者 末若 孝宏 設立年月 1979年 12月 

発行額   50百万円 事業内容 鉄鋼シャースリット業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 15人 

償還年限 5年 資本金 70,000千円 

寄贈先 名古屋市立工業高等学校 

 

社債名称 株式会社HOWA  第 70回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 味鋺支店 

企業住所 愛知県春日井市味美白山町二丁目 10番地 4 

代表者 髙田 智行 設立年月 2008年 12月 

発行額   200百万円 事業内容 自動車内装部品製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 696人 

償還年限 5年 資本金 302,400千円 

寄贈先 春日井市立白山小学校 

 

 

 



社債名称 株式会社愛和工業  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 大江支店 

企業住所 名古屋市緑区大高町字中道 54番地の 1 

代表者 小久保 愛一 設立年月 1989年 4月 

発行額   30百万円 事業内容 濾過装置、搬送装置製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 23人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 名古屋市立西福田小学校 

 

社債名称 明倫運輸株式会社  第 26回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 大江支店 

企業住所 名古屋市港区藤前三丁目 611番地 

代表者 中村 吉之 設立年月 1969年 5月 

発行額   100百万円 事業内容 一般貨物自動車運送業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 77人 

償還年限 2年 資本金 10,000千円 

寄贈先 東海市立名和小学校 

 

社債名称 
株式会社前田商店 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 東中島支店 

企業住所 名古屋市港区小碓一丁目 280番地の 1 

代表者 前田 和美 設立年月 1971年 9月 

発行額   100百万円 事業内容 鋼構造物工事業 

発行日 2019年 9月 25日 従業員数 10人 

償還年限 5年 資本金 25,000千円 

寄贈先 名古屋市立港北中学校 

 

社債名称 株式会社愛工舎  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 藤が丘支店 

企業住所 名古屋市昭和区滝川町 112番地の 1 

代表者 早川 史洋 設立年月 1951年 5月 

発行額   50百万円 事業内容 金属製品製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 70人 

償還年限 5年 資本金 30,000千円 

寄贈先 岐阜県立可児工業高等学校 

 

 

 



社債名称 東名空調サービス株式会社  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 藤が丘支店 

企業住所 名古屋市名東区朝日が丘 74番地の 3 

代表者 清水 常廣 設立年月 1985年 10月 

発行額   30百万円 事業内容 電気機械器具修理業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 21人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 愛知県立名南工業高等学校 

 

社債名称 
株式会社ミノルトレイド 第 1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 名古屋市守山区森孝東二丁目 109番地 

代表者 小林 博隆 設立年月 1989年 6月 

発行額   50百万円 事業内容 
ホテル用消耗品雑貨卸

売・陶磁器の輸出入業 

発行日 2019年 9月 25日 従業員数 21人 

償還年限 7年 資本金 20,000千円 

寄贈先 学校法人名城大学 名城大学アジア研究センター 

 

社債名称 
株式会社ケンシン 第 1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 守山支店 

企業住所 名古屋市守山区新守町 158番地 

代表者 佐藤 大介 設立年月 2001年 5月 

発行額   50百万円 事業内容 内装工事業 

発行日 2019年 9月 25日 従業員数 15人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 調整中 

 

社債名称 株式会社東海光機  第 3回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 岩塚支店 

企業住所 名古屋市中村区烏森町八丁目 1216番地 

代表者 川野 昇二 設立年月 1981年 5月 

発行額   30百万円 事業内容 精密測定機器製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 19人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 名古屋市立常磐小学校 

 

 

 



社債名称 
株式会社東亜コーポレーション 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 高針支店 

企業住所 名古屋市天白区島田二丁目 517番地 

代表者 神谷 徳久 設立年月 1997年 4月 

発行額   100百万円 事業内容 飲食業 

発行日 2019年 9月 25日 従業員数 783人 

償還年限 7年 資本金 40,000千円 

寄贈先 名古屋市立菊里高等学校 

 

社債名称 有限会社東海維持管理興業 第 3回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 半田支店 

企業住所 愛知県半田市瑞穂町五丁目 5番 21 

代表者 田端 浩之 設立年月 2001年 9月 

発行額   30百万円 事業内容 土木工事業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 40人 

償還年限 3年 資本金 10,000千円 

寄贈先 愛知県立名南工業高等学校 

 

社債名称 株式会社五合  第 2回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 春日井支店 

企業住所 愛知県春日井市大手町四丁目 8番地 10 

代表者 小川 宏二 設立年月 2003年 5月 

発行額   60百万円 事業内容 塗料卸売業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 26人 

償還年限 5年 資本金 25,000千円 

寄贈先 小牧市立応時中学校 

 

社債名称 曙螺子工業株式会社  第 2回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 東郷支店 

企業住所 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字米ケ廻間 370番地 

代表者 笠原 照基 設立年月 1968年 7月 

発行額   50百万円 事業内容 座金組込みねじ製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 47人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 
東郷町役場 

東郷町立東郷中学校・東郷町立春木中学校・東郷町立諸輪中学校 

 

 

 



社債名称 キムラ制御システム株式会社  第 2回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 東郷支店 

企業住所 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北山 111番地の 51 

代表者 木村 清豪 設立年月 1984年 6月 

発行額   30百万円 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 46人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 
東郷町役場 

東郷町立東郷中学校・東郷町立春木中学校・東郷町立諸輪中学校 

 

社債名称 株式会社中部理化  第 2回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 東郷支店 

企業住所 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北山 80番の 9 

代表者 松野 成章 設立年月 1963年 9月 

発行額   100百万円 事業内容 金属表面処理業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 144人 

償還年限 5年 資本金 72,000千円 

寄贈先 
東郷町役場 

東郷町立東郷中学校・東郷町立春木中学校・東郷町立諸輪中学校 

 

社債名称 チヨダ工業株式会社  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 東郷支店 

企業住所 愛知県愛知郡東郷町大字春木字岩ケ根 1番地 

代表者 早瀬 一明 設立年月 1962年 2月 

発行額   50百万円 事業内容 
金型・同部品・付属品製造

業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 90人 

償還年限 5年 資本金 90,000千円 

寄贈先 
東郷町役場 

東郷町立東郷中学校・東郷町立春木中学校・東郷町立諸輪中学校 

 

社債名称 株式会社東郷製作所  第 16回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 東郷支店 

企業住所 愛知県愛知郡東郷町大字春木字蛭池 1番地 

代表者 相羽 繁生 設立年月 1947年 9月 

発行額   500百万円 事業内容 金属製スプリング製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 840人 

償還年限 5年 資本金 304,000千円 

寄贈先 
東郷町役場 

東郷町立東郷中学校・東郷町立春木中学校・東郷町立諸輪中学校 

 



社債名称 株式会社トタニ製作所  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 東郷支店 

企業住所 愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂 56番地 

代表者 戸谷 公一 設立年月 1974年 9月 

発行額   30百万円 事業内容 
自動車部分品・付属品製造

業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 22人 

償還年限 5年 資本金 12,000千円 

寄贈先 
東郷町役場 

東郷町立東郷中学校・東郷町立春木中学校・東郷町立諸輪中学校 

 

社債名称 株式会社松島  第 4回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 東郷支店 

企業住所 愛知県愛知郡東郷町大字春木字千子 545番地の 35 

代表者 松島 章二 設立年月 1989年 2月 

発行額   30百万円 事業内容 
各種金属部品切削加工、特

殊鋼卸業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 35人 

償還年限 5年 資本金 13,000千円 

寄贈先 
東郷町役場 

東郷町立東郷中学校・東郷町立春木中学校・東郷町立諸輪中学校 

 

社債名称 ダイコー化学工業株式会社  第 4回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 三好支店 

企業住所 静岡県浜松市東区豊町 3226番地の 1 

代表者 後藤 秀幸 設立年月 1969年 8月 

発行額   50百万円 事業内容 プラスチック製品製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 200人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 
東郷町役場 

東郷町立東郷中学校・東郷町立春木中学校・東郷町立諸輪中学校 

 

社債名称 株式会社大和通商  第 15回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 味美支店 

企業住所 愛知県小牧市大字南外山 117番地 

代表者 渡邊 幸男 設立年月 1987年 5月 

発行額   100百万円 事業内容 一般貨物自動車運送業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 203人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 春日井市立鳥居松小学校 



社債名称 株式会社鈴木工務店  第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 日進支店 

企業住所 愛知県日進市米野木町宮前 25番地 

代表者 鈴木 裕二 設立年月 1963年 7月 

発行額   100百万円 事業内容 一般土木建築工事業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 25人 

償還年限 5年 資本金 30,000千円 

寄贈先 学校法人中部大学 中部大学第一高等学校 

 

社債名称 
日本テクニカルサービス株式会社  第 1回無担保社債 

（名古屋銀行保証付） 

お取引店 長久手支店 

企業住所 愛知県長久手市井堀 301番地 

代表者 渡邉 一博 設立年月 1991年 3月 

発行額   50百万円 事業内容 荷役運搬設備製造業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 12人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 学校法人名古屋電気学園 愛知工業大学 

 

社債名称 
株式会社フリーワーカーエージェント  第 1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 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字大海用 132番地 

代表者 佐々木 尚樹 設立年月 1990年 10月 

発行額   30百万円 事業内容 一般貨物自動車運送業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 19人 

償還年限 3年 資本金 10,000千円 

寄贈先 愛知県立美和高等学校 

 

社債名称 
ファインマシーンカタオカ株式会社  第 9回無担保社債 

（名古屋銀行保証付） 

お取引店 安城支店 

企業住所 愛知県安城市石井町石原 25番地 2 

代表者 片岡 啓二 設立年月 1986年 6月 

発行額   100百万円 事業内容 
産業用洗浄機の製造・販

売・メンテナンス業 

発行日 2019年 9月 20日 従業員数 73人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 愛知県立岡崎工業高等学校 

 

 



社債名称 
南茂電設株式会社 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 大治支店 

企業住所 愛知県海部郡大治町大字花常字郷浦 35番地 

代表者 森 信二 設立年月 1962年 3月 

発行額   30百万円 事業内容 一般電気工事業 

発行日 2019年 9月 25日 従業員数 23人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 大治町立大治中学校 

 

 

SDGs・寄贈型私募債「未来への絆」 

＜スキーム図＞ 

 

以 上 

 


