
平成 29年 12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。 

 

尚、今年 11月末現在、当商品は兵庫県・大阪府の 190社（引受総額 167億円）でご利用を

頂くなど、大変ご好評を頂いております。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 

 

 



2.引受内容について（敬称略） 

 

会社名 有限会社 カネヨシ  会社名 神港金属 株式会社 

代表者 代表取締役 三好 政信 代表者 代表取締役会長 季村 敏夫 

住所 神戸市灘区 住所 神戸市西区 

業種 不動産、管工事業 業種 鉄鋼・非鉄金属卸売業 

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 平成29年 6月 引受年月 平成29年7月 

寄贈先名 神戸市立住吉小学校 寄贈先名 神戸市立平野中学校 

寄贈内容 楽器・学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 神港金属 株式会社  会社名 株式会社 新緑 

代表者 代表取締役社長 福本 亮介 代表者 代表取締役 大山 康子 

住所 神戸市西区 住所 神戸市東灘区 

業種 鉄鋼・非鉄金属卸売業 業種 その他食料品製造業 

発行額 3千万円 発行額 1億円 

期間 4年（満期一括償還） 期間 7年（満期一括償還） 

引受年月 平成29年8月 引受年月 平成 28年 12月 

寄贈先名 神戸市立平野中学校 寄贈先名 国立大学法人神戸大学 

寄贈内容 図書 寄贈内容 医学部食道胃腸外科診療研究活動経費 

 

会社名 進路工業 株式会社  会社名 大発産業 株式会社  

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者 代表取締役 楠田 貞治 代表者 代表取締役 神野 明久 

住所 兵庫県神埼郡市川町 住所 大阪府東大阪市 

業種 土木建設業、アルミニウム加工業 業種 不動産分譲・賃貸業 

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 平成29年7月 引受年月 平成28年12月 

寄贈先名 市川町立鶴居中学校 寄贈先名 学校法人樟蔭学園 大阪樟蔭女子大学附属

幼稚園 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 図書・幼稚園で使用する備品 

 

会社名 株式会社 田口建材  会社名 日本製麻 株式会社 

代表者 代表取締役 田口 浩和 代表者 代表取締役社長 中本 広太郎 

住所 兵庫県明石市 住所 神戸市中央区 

業種 建設資材販売並びに建設業 業種 黄麻卸・食品食糧製造販売業 

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 平成28年12月 引受年月 平成29年7月 

寄贈先名 明石市立大観小学校 寄贈先名 神戸市立福住小学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 株式会社 早木電機  会社名 平和オート 株式会社  

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者 代表取締役 高田 元 代表者 代表取締役 阿部 昌利 

住所 兵庫県朝来市 住所 大阪府泉大津市 

業種 電子部品製造業 業種 中古自動車輸出販売業 

発行額 1億円 発行額 2億円 

期間 7年（定時定額償還） 期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 平成29年7月 引受年月 平成29年3月 

寄贈先名 社会福祉法人朝来市社会福祉協議会 寄贈先名 泉大津市教育委員会 

寄贈内容 施設で使用する備品 寄贈内容 学校備品 



 

会社名 明建産業 株式会社  会社名 ヤマト住建 株式会社 

代表者 取締役社長 川端 大造 代表者 代表取締役社長 中川 泰 

住所 兵庫県明石市 住所 神戸市中央区 

業種 道路用建材販売業 業種 注文住宅、建売業 

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 5年（定時定額償還） 

引受年月 平成29年3月 引受年月 平成29年7月 

寄贈先名 兵庫県立明石高等学校 寄贈先名 加古川市立野口小学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 楽器 

 

会社名 株式会社 四ツ橋組  

代表者 代表取締役 四ツ橋 次雄 

住所 神戸市西区 

業種 総合建築業 

発行額 2億円 

期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 平成29年7月 

寄贈先名 兵庫県立明石高等学校 

明石市立錦城中学校 

寄贈内容 学校備品 

 

以  上 

 

本件に関する問い合わせ先  

企画部 広報室 藤井 TEL:078-333-3247 

 


