
2018年 6月 1日 

各  位 

株式会社 みなと銀行 

 

みなと地域貢献寄贈型私募債「あゆみ」の引受について 

 

株式会社 みなと銀行（頭取 服部 博明）では、地域貢献寄贈型私募債「あゆみ」について、

下記企業が発行した無担保社債を全額引き受けましたのでお知らせいたします。 

 

一般に、私募債は、一定の財務基準を満たす企業が、信用力を背景に、コストを抑えて事業

資金を調達するものです。「あゆみ」はそのような商品特性に加えて、地域の将来を担う子供

たちの教育環境の整備や地元経済の振興など、発行企業の地域貢献への想いを備えた設計とし

ています。当行は、発行企業の教育機関等に対する寄贈品（図書やスポーツ用品など）の選定

手続きをサポートするとともに、当行が受領する引受手数料の一部で寄贈品を購入し、教育機

関等に寄贈させて頂きます。 

 

当商品は 2016年 7月の取扱開始以降、兵庫県・大阪府の 241社（引受総額 215億円）でご

利用を頂くなど、大変ご好評を頂いております。 

また、本年 4月には、従来の「教育・公共機関寄贈コース」に加えて、兵庫県内に活動拠点

を置くスポーツチームに寄贈する「スポーツ応援寄贈コース」と、兵庫県・神戸市のふるさと

納税の対象施策等に寄贈する「地域発展寄贈コース」を新設し、多方面から地域貢献をサポー

トできる商品設計としています。 

 

みなと銀行は、今後も地域の皆さまへの様々な金融・情報サービスの提供を通じて、地域経

済の活性化に取組んでまいります。 

 

 記 

1.『あゆみ』の商品概要（「教育・公共機関寄贈コース」） 

 

 



2.引受内容について（敬称略） 

 

会社名 株式会社 有馬舘  会社名 淡路共正陸運 株式会社 

代表者 代表取締役社長 岩田 一起 代表者 代表取締役社長  尾上 昌史 

住所 神戸市北区 住所 洲本市 

業種 旅館業（有馬ロイヤルホテル） 業種 運送業（貨物輸送） 

発行額 5千万円 発行額 1億円 

期間 5年（定時定額償還） 期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2017年 12月 引受年月 2018年3月 

寄贈先名 学校法人マリスト国際学校 寄贈先名 洲本市立青雲中学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 有限会社 淡路ビーフ新谷  会社名 株式会社 イヌイホーム 

代表者 代表取締役 新谷 福松 代表者 代表取締役 乾 美奈子 

住所 淡路市 住所 加古川市 

業種 淡路ビーフ（食肉）の卸売及び小売業 業種 戸建分譲業 

発行額 5千万円 発行額 1億円 

期間 5年（定時定額償還） 期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2016年12月 引受年月 2017年12月 

寄贈先名 淡路市立津名中学校 寄贈先名 加古川市立野口南小学校 

寄贈内容 学校設備 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 今啓パール 株式会社  会社名 石見サービス 株式会社 

代表者 代表取締役社長 今井 啓介 代表者 代表取締役 川口 浩樹 

住所 神戸市中央区 住所 丹波市 

業種 真珠加工卸、輸出業 業種 道路運送業 

発行額 1億円 発行額 1億円 

期間 5年（定時定額償還） 期間 7年（定時定額償還） 

引受年月 2017年11月 引受年月 2017年10月 

寄贈先名 神戸市立こうべ小学校 寄贈先名 兵庫県立氷上高等学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 うえろく 株式会社  会社名 株式会社 オオニシ  

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者 代表取締役 本西 泰子 代表者 代表取締役 大西 敏夫 

住所 大阪市中央区 住所 たつの市 

業種 医薬品・化粧品小売業 業種 金属製品製造業 

発行額 5千万 発行額 5千万円 

期間 3年（満期一括償還） 期間 7年（定時定額償還） 

引受年月 2017年11月 引受年月 2017年9月 

寄贈先名 一般社団法人インクルージョンキッズ 寄贈先名 たつの市立半田小学校 

寄贈内容 園児用備品 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 株式会社 カメウチ   会社名 関西ハウス工業 株式会社 

代表者 代表取締役 瓶内 侃  代表者 代表取締役 原田 順造 

住所 尼崎市 住所 淡路市 

業種 その他卸売業 業種 総合建設業 

発行額 5千万円 発行額 5千万円 

期間 5年（定時定額償還） 期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2018年１月 引受年月 2017年2月 

寄贈先名 尼崎市立七松小学校 寄贈先名 淡路市立生穂小学校 

（現校名：淡路市立津名東小学校） 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 



会社名 澤村 株式会社  会社名 泰誠貿易 株式会社 

代表者 代表取締役社長 清水 民生 代表者 代表取締役 文永 宏毅 

住所 大阪市中央区 住所 加古川市 

業種 繊維衣料卸売業 業種 その他卸売業 

発行額 1億円 発行額 1億円 

期間 5年（定時定額償還） 期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2017年3月 引受年月 2017年12月 

寄贈先名 一般社団法人神戸市手をつなぐ育成会 寄贈先名 学校法人神戸中華同文学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 高尾運輸興業 株式会社  会社名 株式会社 多田 

代表者 代表取締役 中尾 篤司 代表者 代表取締役社長 多田 猛 

住所 大阪府枚方市 住所 神戸市中央区 

業種 貨物自動車運送業 業種 医薬品・化粧品卸売業 

発行額 1億円 発行額 1億円 

期間 5年（定時定額償還） 期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2017年12月 引受年月 2017年3月 

寄贈先名 東大阪市立孔舎衙東小学校 寄贈先名 学校法人高羽幼稚園 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 児童用図書 

 

会社名 株式会社 テイクプランニング  会社名 トールウェイサービス 株式会社 

代表者 代表取締役 竹田 雅樹 代表者 代表取締役 宮崎 憲一 

住所 神戸市東灘区 住所 神戸市中央区 

業種 設備工事業 業種 道路料金収受業 

発行額 1億円 発行額 1億円 

期間 5年（定時定額償還） 期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2018年2月 引受年月 2018年2月 

寄贈先名 学校法人神戸弘陵学園 

神戸弘陵学園高等学校 

寄贈先名 神戸交通遺児をみまもる会 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 寄付金 

 

会社名 株式会社 西畑土建  会社名 日本ジッコウ 株式会社 

代表者 代表取締役 西畑 幸一 代表者 代表取締役会長 佐藤 武司 

住所 三木市 住所 神戸市西区 

業種 土木建設業 業種 コンクリート防食工事、コンクリート混和

材・資材販売業 

発行額 1億円 発行額 1億円 

期間 5年（定時定額償還） 期間 5年（満期一括償還） 

引受年月 2017年6月 引受年月 2017年9月 

寄贈先名 三木市立三木小学校 寄贈先名 神戸市立糀谷小学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 児童用図書・学校備品 

 

会社名 橋本建設 株式会社  会社名 株式会社 丸尾建築  

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者 代表取締役 橋本 道明 代表者 代表取締役 丸尾 幸司 

住所 神戸市兵庫区 住所 揖保郡太子町 

業種 土木建設業 業種 建設工事業 

発行額 5千万円 発行額 5千万円 

期間 3年（定時定額償還） 期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2018年3月 引受年月 2017年12月 

寄贈先名 兵庫県立兵庫工業高等学校 寄贈先名 太子町立太子西中学校 

太子町立石海小学校 

寄贈内容 楽器・学校備品 寄贈内容 学校設備・学校備品 



会社名 三原開発 株式会社  会社名 株式会社 メインサービス 

代表者 代表取締役 島田 弘和 代表者 代表取締役 川崎 孝 

住所 南あわじ市 住所 大阪市西淀川区 

業種 総合建設業 業種 電気工事業 

発行額 7千万円 発行額 1億円 

期間 3年（満期一括償還） 期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2017年12月 引受年月 2016年11月 

寄贈先名 南あわじ市立北阿万小学校 寄贈先名 大阪市立御幣島小学校 

寄贈内容 児童用図書 寄贈内容 学校設備・学校備品 

 

会社名 株式会社 森長組   

代表者 代表取締役 森 長義 

住所 南あわじ市 

業種 総合建設業 

発行額 5億円 

期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2018年3月 

寄贈先名 南あわじ市立賀集小学校 

寄贈内容 楽器・学校備品 

 

以  上 

 

 


