
平成 27 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 中村 昌弘）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。 

今般、私募債（9 月債）につきまして下記の通り引受けとなりましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

社債名称 東海電炉株式会社 第 4 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 名古屋市瑞穂区浮島町 13番 2号 

代表者 今津 守男 設立年月 昭和 26年 4月 

発行額   50 百万円 事業内容 黒鉛製品製造 

発行日 平成 27年 9月 24日 従業員数 18人 

償還年限 3年 資本金 10,000 千円 

 

 

社債名称 有限会社リベロワークス 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 岐阜県可児市桂ケ丘一丁目 136番地 

代表者 原 洋二 設立年月 平成 17年 10 月 

発行額   30 百万円 事業内容 婦人・子供服小売業 

発行日 平成 27年 9月 24日 従業員数 132 人 

償還年限 3年 資本金 3,000 千円 

 

 

社債名称 株式会社瓢屋 第 5 回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 内田橋支店 

企業住所 名古屋市熱田区神宮三丁目 10番 10 号 

代表者 堀江 秋人 設立年月 昭和 32年 5月 

発行額   100 百万円 事業内容 採石その他鉱業 

発行日 平成 27年 9月 24日 従業員数 144 人 

償還年限 5年 資本金 19,290 千円 

 

 



社債名称 愛知鍛造株式会社 第 2 回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 六番町支店 

企業住所 名古屋市中川区十番町三丁目 18番地 

代表者 金山 誠逑 設立年月 昭和 55年 7月 

発行額   50 百万円 事業内容 鍛造業 

発行日 平成 27年 9月 24日 従業員数 29人 

償還年限 5年 資本金 10,000 千円 

 

 

社債名称 ホクト商事株式会社 第 27 回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 柳橋支店 

企業住所 名古屋市中村区名駅南一丁目 20番 21号 

代表者 皆川 正浩 設立年月 昭和 27年 10 月 

発行額   50 百万円 事業内容 製パン製菓原材料販売 

発行日 平成 27年 9月 24日 従業員数 74人 

償還年限 5年 資本金 30,000 千円 

 

 

社債名称 株式会社ホープ社 第 1 回無担保社債（名古屋銀行保証付） 

お取引店 野並支店 

企業住所 名古屋市緑区鳴海町山下 57-2 

代表者 石川 隆朗 設立年月 昭和 38年 1月 

発行額   30 百万円 事業内容 普通洗濯業 

発行日 平成 27年 9月 24日 従業員数 520 人 

償還年限 5年 資本金 10,000 千円 

 

 

社債名称 
株式会社 NSK 第 4 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 平田町支店 

企業住所 名古屋市東区大幸一丁目 10番 15号 

代表者 宮川 善貴 設立年月 平成 21年 3月 

発行額   30 百万円 事業内容 防犯器具卸売販売 

発行日 平成 27年 9月 25日 従業員数 10人 

償還年限 5年 資本金 9,000 千円 

 

 

 

 

 



社債名称 
株式会社ディーシー・クリエイト 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） 

取扱い店 黒川支店 

企業住所 名古屋市中区栄二丁目9番 3号 

代表者 櫛田 章博 設立年月 平成 5年 2月 

発行額   100 百万円 事業内容 不動産売買業 

発行日 平成 27年 9月 25日 従業員数 14人 

償還年限 5年 資本金 101,250 千円 

 

 

社債名称 
株式会社ナヴィック 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） 

取扱い店 大江支店 

企業住所 愛知県岡崎市戸崎町字屋敷 98番地 1 

代表者 杉浦 浪男 設立年月 平成 9年 2月 

発行額   100 百万円 事業内容 自動車用品小売業 

発行日 平成 27年 9月 25日 従業員数 44人 

償還年限 7年 資本金 10,000 千円 

 

 

社債名称 
アーレックス株式会社 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 藤が丘支店 

企業住所 名古屋市中区丸の内二丁目 12番 8号 

代表者 菊池 清 設立年月 平成 18年 1月 

発行額   100 百万円 事業内容 戸建住宅建築・販売 

発行日 平成 27年 9月 25日 従業員数 64人 

償還年限 5年 資本金 30,000 千円 

 

 

以   上 


