
2019年 3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 

 

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 285社（引受総額 250億円）でご利

用を頂くなど、大変ご好評を頂いており、2018年 4月に商品ラインナップを拡充し、同年 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 株式会社 アイ・エム・シー・エイ  会社名 株式会社 伊吹工務店 

代表者 代表取締役 宮島 太郎  代表者 代表取締役 本登 好郎  

住所 大阪市港区弁天1丁目2-1 住所 神戸市長田区水笠通 1丁目1-55 

業種 宝飾品・真珠小売 業種 その他建築土木 

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（満期一括償還） 

引受年月 2018年10月 引受年月 2018年8月 

寄贈先名 大阪市立弁天小学校 寄贈先名 学校法人神撫山学園 認定こども園 

禅昌寺幼稚園 

寄贈内容 学校設備 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 大宮電気工業 株式会社  会社名 大森工業 株式会社 

代表者 代表取締役 宮崎 和郎 代表者 代表取締役 大森 保美 

住所 神戸市中央区磯辺通 3丁目2-23 住所 神戸市中央区多聞通 2丁目1-2-4F401 

業種 電機設備工事全般 業種 エネルギー・プラント・設計・施工 

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 2018年11月 引受年月 2018年8月 

寄贈先名 兵庫県民芸協会 寄贈先名 学校法人関西学院 関西学院大学 

人間福祉学部 

寄贈内容 寄付金 寄贈内容 寄付金 

 

会社名 有限会社 カネヨシ  

 

会社名 株式会社 カノー 

代表者 代表取締役 三好 政信 代表者 代表取締役会長 嘉納 利文 

住所 神戸市灘区森後町 2丁目3-24 住所 大阪市鶴見区浜 5丁目 6-29 

業種 不動産、管工事業他 業種 スーパーマーケット 

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 7年（定時定額償還） 

引受年月 2018年7月 引受年月 2018年 8月 

寄贈先名 神戸市こども家庭局子育て支援部 

住吉公園保育所 

寄贈先名 東大阪市立弥刀東小学校 

寄贈内容 備品 寄贈内容 学校図書・備品・設備 

 

会社名 北村真珠養殖 株式会社  会社名 新光電機 株式会社 

代表者 代表取締役 近澤 祐介 代表者 代表取締役社長 井上 直也 

住所 神戸市中央区山本通 2丁目8-13 住所 神戸市中央区雲井通 2丁目1-17 

業種 装飾品・真珠卸売 業種 電機計測器・自動制御機器卸、変位センサ

ー・変位計製造販売 

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 2018年6月 引受年月 2018年11月 

寄贈先名 神戸市立本山第二小学校 寄贈先名 神戸市立工業高等専門学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 寄付金 



会社名 太陽産業 株式会社   会社名 福建貿易 株式会社 

代表者 代表取締役社長 田中 光則 代表者 代表取締役 林 徳明 

住所 兵庫県篠山市野中 70-3 住所 神戸市中央区北長狭通 4丁目6-15 

業種 釣具附属品（スイベル）製造 業種 繊維衣料卸売 

発行額 5千万円 発行額 5千万円 

期間 5年（満期一括償還） 期間 3年（定時定額償還） 

引受年月 2018年10月 引受年月 2018年6月 

寄贈先名 篠山市立篠山中学校 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 福崎電業 株式会社   会社名 福田印刷工業 株式会社 

代表者 代表取締役 駒田 和幸 代表者 代表取締役社長 安岡 重明 

住所 神崎郡福崎町東田原 1201-1 住所 神戸市東灘区魚崎西 4丁目6-3 

業種 高速道路の電気工事、照明の設置工事、

SA・PAの水道工事 

業種 印刷業（商業・事務用印刷、カタログ、企

画製本） 

発行額 3千万円 発行額 1億円 

期間 5年（定時定額償還） 期間 3年（定時定額償還） 

引受年月 2018年11月 引受年月 2018年7月 

寄贈先名 福崎町立田原小学校 寄贈先名 学校法人上智学院 六甲学院中学校・高等

学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 寄付金 

 

会社名 山崎シャーリング 株式会社   会社名 株式会社 ユイ 

代表者 代表取締役 山崎 康雄 代表者 代表取締役 由井 淳裕 

住所 大阪市西淀川区中島 2丁目8-1 住所 兵庫県南あわじ市福良乙 1188 

業種 各種鋼板切断・鋼材加工販売 業種 各種靴下の製造及び販売 

発行額 1億円 発行額 5千万円 

期間 3年（満期一括償還） 期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2018年8月 引受年月 2018年11月 

寄贈先名 大阪府立西野田工科高等学校 寄贈先名 うずしおを世界遺産にする淡路島民の会 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 寄付金 

 

（２）地域発展寄贈コース 

 

会社名 株式会社 ハッピーハウス 

代表者 代表取締役 武田 胤広 

住所 兵庫県伊丹市平松 4丁目1-17 

業種 戸建分譲 

発行額 1億円 

期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2018年9月 

寄贈先名 兵庫県 児童養護施設や里親のもとで育

つ子ども応援プロジェクト 

寄贈内容 寄付金 

 

 


