
2018年 12月 3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 

 

関西みらいフィナンシャルグループの 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おり、

当行は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 276社（引受総額 243億円）でご利

用頂くなど、大変ご好評を頂いており、2018年 4月に商品ラインナップを拡充し、9月には地域

応援寄贈コースの寄贈を初めて実施しました（３．引受内容「地域発展寄贈コース」）。 
 
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 

 

 

２．『あゆみ』 の商品ラインナップ             ※（２）（３）は 2018年4月取扱開始 

 （１）教育・公共機関寄贈コース 

 （２）スポーツ応援寄贈コース（※）・・・兵庫県内に活動拠点を置くスポーツチームに寄贈 

 （３）地域発展寄贈コース（※）・・・兵庫県・神戸市のふるさと納税の対象施策等に寄贈 



３.引受内容について（敬称略） 

 

（１） 教育・公共機関寄贈コース 

 

会社名 オークラ輸送機 株式会社  会社名 関西ハウス工業 株式会社 

代表者 代表取締役社長 大庫 良一 代表者 代表取締役 原田 順造 

住所 兵庫県加古川市 住所 兵庫県淡路市 

業種 荷役運搬設備製造業 業種 総合建設業 

発行額 1億円 発行額 3千万円 

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3月 引受年月 2018年6月 

寄贈先名 加古川市立中部中学校 寄贈先名 淡路市立津名東小学校 

寄贈内容 吹奏楽部活動・教育活動寄付金 寄贈内容 学校設備 

 

会社名 神戸ステンレス 株式会社  会社名 神戸綜合速記 株式会社 

代表者 代表取締役 吉川 孝一 代表者 代表取締役 藤岡 伸行 

住所 神戸市長田区 住所 神戸市中央区 

業種 ステンレス鋼材販売加工業 業種 情報サービス業 

発行額 1億円 発行額 1億円 

期間 5年（定時定額償還） 期間 2年（満期一括償還） 

引受年月 2018年3月 引受年月 2017年8月 

寄贈先名 神戸市立宮川小学校 寄贈先名 神戸市立多聞台小学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校設備 

 

会社名 住田建設 株式会社  

 

会社名 株式会社 タツミコーポレーション 

代表者 代表取締役社長 藤谷 知之 代表者 代表取締役社長 李 煥辰 

住所 兵庫県西宮市 住所 兵庫県明石市 

業種 設備工事業 業種 パチンコホール業 

発行額 5千万円 発行額 2億円 

期間 3年（定時定額償還） 期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2017年9月 引受年月 2018年 7月 

寄贈先名 兵庫県立西宮今津高等学校 寄贈先名 学校法人三木学園 

白陵中学校・高等学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 株式会社 トランスオーシャンプランニン

グ 

 会社名 日笠工業 株式会社 

代表者 代表取締役 大河内 祥行 代表者 代表取締役社長 日笠 秀樹 

住所 神戸市灘区 住所 神戸市灘区 

業種 その他小売業（太陽光発電設備小売業） 業種 製鋼原料の選別加工業 

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12月 引受年月 2017年３月 

寄贈先名 神戸市立魚崎小学校 寄贈先名 神戸市立西郷小学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

 



会社名 ひだか建設 株式会社   会社名 株式会社 ホームセンターアグロ 

代表者 取締役社長 日髙 太 代表者 代表取締役 安黒 嘉宣 

住所 兵庫県姫路市 住所 兵庫県宍粟市 

業種 総合建設業 業種 ホームセンター 

発行額 1億円 発行額 1億円 

期間 7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3月 

寄贈先名 姫路市立英賀保小学校 寄贈先名 太子町 

寄贈内容 学校設備 寄贈内容 町内の各施設で使用する備品 

 

会社名 丸栄自動車 株式会社   会社名 株式会社 山口電機 

代表者 代表取締役 北野 幹彦 代表者 代表取締役会長 山口 治 

住所 兵庫県丹波市 住所 兵庫県加古川市 

業種 自動車販売修理業 業種 電気工事業 

発行額 1億円 発行額 5千万円 

期間 5年（定時定額償還） 期間 3年（定時定額償還） 

引受年月 2017年3月 引受年月 2017年3月 

寄贈先名 兵庫県立篠山産業高等学校 寄贈先名 学校法人神戸村野工業高等学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校設備 

 

会社名 株式会社 ユタックス 

代表者 代表取締役社長 宇髙 大介 

住所 兵庫県西脇市 

業種 ラン・ファンの副資材を支柱にアウター等

服飾副資材等の販売業 

発行額 1億円 

期間 5年（満期一括償還） 

引受年月 2018年4月 

寄贈先名 兵庫県立西脇工業高等学校 

寄贈内容 学校備品・設備 

 

（２）地域発展寄贈コース 

 

会社名 米田工機 株式会社 

代表者 代表取締役 米田 稔 

住所 神戸市西区 

業種 冷凍機器製造業 

発行額 5千万円 

期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2018年9月 

寄贈先名 神戸市 

寄贈内容 寄付金（施策：市長におまかせ） 

以  上 

 


