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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」（12 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 
株式会社アイ・エス・シー 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 新瑞橋支店 

企業住所 東京都世田谷区下馬二丁目 6番 8号 

代表者 喰田 直美 設立年月 1995年 9月 

発行額 40百万円 事業内容 保育園運営 

発行日 2019年 12月 25日 従業員数 320人 

償還年限 7年 資本金 15,000千円 

寄贈先 特定非営利活動法人ホープ・インターナショナル開発機構 

 

 

社債名称 東亜観光株式会社 第 3回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 川原通支店 

企業住所 名古屋市昭和区安田通七丁目 12番地 

代表者 松井 明美 設立年月 1972年 9月 

発行額 50百万円 事業内容 遊技場 

発行日 2019年 12月 20日 従業員数 70人 

償還年限 5年 資本金 58,000千円 

寄贈先 名古屋市立川原小学校 

 

 

 



社債名称 株式会社モリマツ 第 3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 名古屋市北区如来町 3番地 

代表者 晴山 正 設立年月 1975年 4月 

発行額 100百万円 事業内容 鉄鋼卸売業 

発行日 2019年 12月 20日 従業員数 91人 

償還年限 5年 資本金 50,000千円 

寄贈先 学校法人聖徳学園 岐阜聖徳学園大学附属小学校 

 

 

社債名称 菊田鉄工株式会社 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 名古屋市南区道徳北町二丁目 11番地 

代表者 菊田 惇 設立年月 1991年 11月 

発行額 300百万円 事業内容 自動車操縦装置製造業 

発行日 2019年 12月 20日 従業員数 130人 

償還年限 5年 資本金 12,000千円 

寄贈先 学校法人愛知真和学園 大成中学校 

 

 

社債名称 丸石工業株式会社 第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 瀬戸支店 

企業住所 愛知県瀬戸市山の田町 43-92 

代表者 石田 則之 設立年月 2006年 6月 

発行額 30百万円 事業内容 精密部品加工業 

発行日 2019年 12月 20日 従業員数 14人 

償還年限 5年 資本金 5,000千円 

寄贈先 瀬戸市立幡山東小学校 

 

 

社債名称 株式会社大洋商会 第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 知多支店 

企業住所 愛知県知多市新舞子字大瀬 86番地の 11 

代表者 青木 忠彦 設立年月 1962年 12月 

発行額 50百万円 事業内容 男子服卸売業 

発行日 2019年 12月 20日 従業員数 20人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 知多市立旭南小学校 

 



 

社債名称 株式会社戸松電気工業所 第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 岡崎南支店 

企業住所 愛知県岡崎市美合町字本郷 290番地 

代表者 戸松 賢和 設立年月 1971年 5月 

発行額 50百万円 事業内容 電気配線工事業 

発行日 2019年 12月 20日 従業員数 18人 

償還年限 5年 資本金 20,000千円 

寄贈先 岡崎市立緑丘小学校 

 

 

社債名称 加藤産業株式会社 第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 大樹寺支店 

企業住所 愛知県岡崎市田口町字椎林 17番地 

代表者 加藤 和志 設立年月 1977年 4月 

発行額 30百万円 事業内容 産業廃棄物処分業 

発行日 2019年 12月 20日 従業員数 14人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 岡崎市立常磐南小学校 

 

 

社債名称 株式会社西三交通 第 1回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 大樹寺支店 

企業住所 愛知県豊田市羽布町金山 29番地 

代表者 川合 幹根 設立年月 1981年 5月 

発行額 50百万円 事業内容 一般貸切旅客自動車運送業 

発行日 2019年 12月 20日 従業員数 207人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 豊田市立下山中学校 
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