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SDGs・寄贈型私募債「未来への絆」の取り扱いについて 

 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

り引き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け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、当行が指定する医療機関に寄付・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 
株式会社アイエスリンク 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 黒川支店 

企業住所 愛知県春日井市下条町一丁目 2番 28号 

代表者 中北 裕三 設立年月 2006年 8月 

発行額   80百万円 事業内容 化粧品卸業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 31人 

償還年限 7年 資本金 10,000千円 

寄贈先 調整中 

 

社債名称 
株式会社アクセス 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 柳橋支店 

企業住所 名古屋市中区栄三丁目 11番 31号グラスシティ栄 14階 

代表者 横田 馨 設立年月 2013年 5月 

発行額   100百万円 事業内容 ソフトウェア開発業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 85人 

償還年限 7年 資本金 40,000千円 

寄贈先 調整中 

 



 

社債名称 
株式会社アクセスグループ 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 柳橋支店 

企業住所 名古屋市中区栄三丁目 11番 31号グラスシティ栄 12Ｆ 

代表者 横田 馨 設立年月 2011年 6月 

発行額   50百万円 事業内容 ソフトウェア開発業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 80人 

償還年限 7年 資本金 16,000千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 
株式会社ナガイ 第 12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 柳橋支店 

企業住所 名古屋市中川区百船町 4番 8号 

代表者 永井 光 設立年月 1953年 10月 

発行額   100百万円 事業内容 金物卸売業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 43人 

償還年限 7年 資本金 10,000千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 
株式会社 e-Life 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 名古屋市名東区引山三丁目 716番地 

代表者 松岡 慎一 設立年月 2010年 2月 

発行額   100百万円 事業内容 老人福祉事業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 99人 

償還年限 7年 資本金 3,000千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 
ミヤ電子株式会社 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 島田支店 

企業住所 愛知県日進市折戸町梨子ノ木 41番地 5 

代表者 宮地 琢磨 設立年月 1984年 9月 

発行額   50百万円 事業内容 電子部品製造業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 252人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 調整中 



 

社債名称 
ミヤ電子株式会社 第 3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 島田支店 

企業住所 愛知県日進市折戸町梨子ノ木 41番地 5 

代表者 宮地 琢磨 設立年月 1984年 9月 

発行額   50百万円 事業内容 電子部品製造業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 252人 

償還年限 7年 資本金 10,000千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 株式会社タカラ自動車教習所 第 2回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 豊橋支店 

企業住所 愛知県豊川市御津町広石横町 63番地の 1 

代表者 戸田 貞光 設立年月 1965年 4月 

発行額   30百万円 事業内容 職業訓練施設 

発行日 2021年 12月 20日 従業員数 34人 

償還年限 5年 資本金 80,000千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 
株式会社地仙 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 豊橋支店 

企業住所 愛知県豊橋市花中町 144番地の 5 

代表者 野口 基宏 設立年月 1986年 6月 

発行額   60百万円 事業内容 不動産売買業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 10人 

償還年限 7年 資本金 10,000千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 
株式会社パートナーズ 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 豊橋支店 

企業住所 愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺 41番地の 1 

代表者 鹿間 靖博 設立年月 2012年 11月 

発行額   100百万円 事業内容 建設コンサルタント業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 321人 

償還年限 7年 資本金 30,000千円 

寄贈先 調整中 



 

社債名称 
三河土建株式会社 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 豊橋支店 

企業住所 愛知県豊橋市西松山町 45番地 

代表者 山本 竜也 設立年月 1944年 9月 

発行額   50百万円 事業内容 土木建築業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 20人 

償還年限 7年 資本金 30,000千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 東海ガス株式会社 第 3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 愛知県知多市八幡字荒古前 33番地の 1 

代表者 花井 弘光 設立年月 1970年 3月 

発行額   100百万円 事業内容 一般管工事業 

発行日 2021年 12月 20日 従業員数 20人 

償還年限 5年 資本金 20,000千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 有限会社廣工務店 第 3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 愛知県岡崎市鴨田町字北魂場 46番地 1 

代表者 加藤 隆司 設立年月 1998年 5月 

発行額   30百万円 事業内容 土工・コンクリート工事業 

発行日 2021年 12月 20日 従業員数 17人 

償還年限 5年 資本金 5,000千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 
富永インテリア株式会社 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 師勝支店 

企業住所 愛知県北名古屋市六ツ師女夫越 4番地 

代表者 白石 耕介 設立年月 1969年 7月 

発行額   50百万円 事業内容 襖紙製造業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 43人 

償還年限 7年 資本金 30,000千円 

寄贈先 調整中 



 

社債名称 
インセント株式会社 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 大府支店 

企業住所 愛知県大府市月見町四丁目 38番地 

代表者 森下 勝己 設立年月 2008年 11月 

発行額   50百万円 事業内容 産業廃棄物処理業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 28人 

償還年限 5年 資本金 8,000千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 
株式会社栄城興業 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 三好支店 

企業住所 愛知県みよし市三好町半野木 1番地 86 

代表者 小林 光子 設立年月 1974年 6月 

発行額   30百万円 事業内容 運送業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 24人 

償還年限 5年 資本金 10,000千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 
ジャパン・トゥエンティワン株式会社 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 瓦町支店 

企業住所 愛知県豊橋市多米東町二丁目 5番地 12 

代表者 岸本 賢和 設立年月 1992年 9月 

発行額   50百万円 事業内容 通信機器販売業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 41人 

償還年限 7年 資本金 47,955千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 
株式会社エイチエスエス 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 江南支店 

企業住所 愛知県一宮市浅井町東浅井字日待塚 15番地 1 

代表者 日比野 健二 設立年月 2008年 7月 

発行額   30百万円 事業内容 内装工事業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 8人 

償還年限 3年 資本金 3,000千円 

寄贈先 調整中 



 

 

社債名称 KTX株式会社 第 4回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 江南支店 

企業住所 愛知県江南市安良町地蔵 51番地 

代表者 野田 太一 設立年月 1975年 6月 

発行額   100百万円 事業内容 
金型・同部分品・付属品  

製造業 

発行日 2021年 12月 20日 従業員数 216人 

償還年限 5年 資本金 93,900千円 

寄贈先 調整中 

 

 

社債名称 
ヤスダエンジニアリング株式会社 第 5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 大阪支店 

企業住所 大阪市浪速区塩草三丁目 2番 26号 

代表者 安田 京一 設立年月 1991年 8月 

発行額   100百万円 事業内容 建設業 

発行日 2021年 12月 27日 従業員数 158人 

償還年限 3年 資本金 300,000千円 

寄贈先 調整中 
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