
2018年 9月 5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、引

受機関である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

くものです。 
 
当商品は 2016年 7月の取扱開始以降、兵庫県・大阪府の 258社（引受総額 227億円）でご

利用を頂くなど、大変ご好評を頂いており、2018年 4月以降下記２の通り、商品ラインナップ

を拡充いたしました。 
 
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  

 （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 青木鉄工 株式会社  会社名 株式会社 アスカ 

代表者 代表取締役社長 青木 祐藏 代表者 取締役社長 吉川 秀一  

住所 兵庫県相生市 住所 大阪市福島区 

業種 金属製品製造 業種 土木建設 

発行額 １億円 発行額 １億円 

期間 ５年（満期一括） 期間 ５年（定時償還） 

引受年月 2018年2月 引受年月 2018年2月 

寄贈先名 兵庫県立ものづくり大学校 寄贈先名 大阪市立海老江東小学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校設備 

 

会社名 株式会社 アマミ  

 

会社名 有限会社 淡路ビーフ新谷 

代表者 代表取締役 竹 匠  代表者 代表取締役 新谷 隆文 

住所 堺市北区 住所 兵庫県淡路市 

業種 電気機械器具卸売 業種 淡路ビーフ（食肉）の卸及び小売 

発行額 ５千万円 発行額 ５千万円 

期間 ５年（定時償還） 期間 ５年（定時償還） 

引受年月 2018年1月 引受年月 2018年3月 

寄贈先名 学校法人帝塚山学院 

 帝塚山学院泉ヶ丘中学校高等学校 

寄贈先名 淡路市立志筑小学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 キンボシ 株式会社  会社名 神戸スタンダード石油 株式会社 

代表者 代表取締役社長 田中 隆夫 代表者 代表取締役社長 玉垣 信太 

住所 兵庫県小野市 住所 神戸市中央区 

業種 芝刈機、園芸用具、刃物、電動工具等の

製造販売 

業種 石油類販売 

発行額 ５千万円 発行額 ２億円 

期間 ５年（定時償還） 期間 ７年（定時償還） 

引受年月 2018年 4月 引受年月 2018年4月 

寄贈先名 小野市立児童館チャイコム 寄贈先名 学校法人甲南学園甲南小学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 澤電気機械 株式会社   会社名 住商工業 株式会社 

代表者 代表取締役社長 坂本 喜博 代表者 代表取締役社長 武田 泰幸 

住所 大阪市浪速区 住所 兵庫県赤穂郡上郡町 

業種 電気機械器具卸 業種 不動産仲介・管理 

発行額 １億円 発行額 ５千万円（定時償還） 

期間 ４年（定時償還） 期間 ５年 

引受年月 2016年12月 引受年月 2018年3月 

寄贈先名 学校法人関西学院 関西学院高等部 寄贈先名 学校法人関西金光学園 関西福祉大学 

寄贈内容 寄付金 寄贈内容 学校備品 

 

 



会社名 株式会社 双立   会社名 大洋物産 株式会社 

代表者 代表取締役 桑名 恵子 代表者 代表取締役 生村 嘉章 

住所 堺市美原区 住所 兵庫県淡路市 

業種 ダイカスト製品製造業 業種 海藻食品加工業 

発行額 ５千万円（定時償還） 発行額 ５千万円（定時償還） 

期間 ５年 期間 ５年 

引受年月 2018年3月 引受年月 2018年2月 

寄贈先名 大阪府立美原高等学校 寄贈先名 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 東洋ナッツ食品 株式会社  会社名 株式会社 日伸電工 

代表者 代表取締役社長 中島 洋人 代表者 代表取締役会長 赤松 高吉 

住所 神戸市東灘区 住所 兵庫県たつの市 

業種 食品製造加工 業種 各種ダイカスト製造業 

発行額 １億円（定時償還） 発行額 ５千万円（定時償還） 

期間 ５年 期間 ７年 

引受年月 2018年3月 引受年月 2018年5月 

寄贈先名 神戸市立科学技術高等学校 寄贈先名 たつの市立揖保小学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 児童用図書 

 

会社名 日玉中華食品 株式会社  会社名 日本モルタルン 株式会社 

代表者 代表取締役 楊 立寧 代表者 代表取締役社長 布浦 啓三 

住所 神戸市中央区 住所 大阪市西成区 

業種 その他食料品製造 業種 建築材料卸売 

発行額 １億円（定時償還） 発行額 ５千万円（定時償還） 

期間 ５年 期間 ３年 

引受年月 2018年3月 引受年月 2017年11月 

寄贈先名 学校法人神戸中華同文学校 寄贈先名 大阪市立豊崎中学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校設備 

 

会社名 株式会社 フジタ精米人  会社名 マツモト産業 株式会社 

代表者 代表取締役 藤田 覚 代表者 代表取締役 松本 康太郎 

住所 兵庫県小野市 住所 兵庫県南あわじ市 

業種 食料品加工卸売業 業種 石材加工販売 

発行額 ５千万円（定時償還） 発行額 １億円（定時償還） 

期間 ５年 期間 ５年 

引受年月 2018年5月 引受年月 2018年5月 

寄贈先名 兵庫県立小野高等学校 寄贈先名 南あわじ市立西淡中学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

 

 

 

 

 

 

 



会社名 株式会社 ユウキ自動車  会社名 株式会社 ユハラ 

代表者 代表取締役 芹澤 夕子 代表者 代表取締役 小村 公成 

住所 神戸市西区 住所 兵庫県尼崎市 

業種 自動車販売業 業種 土木建設 

発行額 １億円（定時償還） 発行額 １億円（定時償還） 

期間 ５年 期間 ３年 

引受年月 2017年12月 引受年月 2016年12月 

寄贈先名 合同会社アイ・プラネット  寄贈先名 尼崎市立小園中学校  

寄贈内容 寄付金 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 ラッキーベル 株式会社 

代表者 代表取締役社長 有吉 英二 

住所 神戸市長田区 

業種 靴製造卸業 

発行額 ８千万（満期一括） 

期間 ３年 

引受年月 2017年12月 

寄贈先名 神戸市立青陽東養護学校 

神戸市立盲学校 

神戸市立友生支援学校 

神戸市立青陽須磨支援学校 

神戸市立いぶき明生支援学校 

寄贈内容 学校備品 

 

（２） スポーツ応援寄贈コース 

 

会社名 ヤマト住建 株式会社 

代表者 代表取締役会長 西津 昌廣 

住所 神戸市中央区 

業種 注文住宅、建売業 

発行額 ５千万円（定時償還） 

期間 ５年 

引受年月 2018年5月 

寄贈先名 INAC神戸レオネッサ 

寄贈内容 スポーツ応援寄付金 

 

 

以  上 

 


