
2020年 4月 22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」の引受額３００億円到達について 

 

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、2016年 7月より

取扱を開始した地域貢献寄贈型私募債「あゆみ」について、通算引受額が 300億円に到達いたし

ましたのでお知らせいたします。また、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、あわせてお知らせいたします。 

 

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、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いて参りました。当商品は

取扱開始以降、兵庫県・大阪府の 345社（引受総額 306億円）でご利用を頂くなど、大変ご好評

を頂いています。 

 

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 

 



 

２.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 アコオ機工  会社名 株式会社 旭工業所 

代表者 代表取締役 間鍋 雄樹 代表者 代表取締役 川旗 宗太郎 

住所 赤穂市 住所 相生市 

業種 輸送用機器製造・販売 業種 金属加工業 

発行額 5千万円 発行額 1億円 

期間 5年（満期一括償還） 期間 5年（満期一括償還） 

引受年月 2019年12月 引受年月 2019年3月 

寄贈先名 兵庫県立相生産業高等学校 寄贈先名 相生市立中央小学校、相生市立矢野小学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 淡路建材 株式会社  会社名 株式会社 イーグル 

代表者 代表取締役 森 茂 代表者 代表取締役 笹部 隆三 

住所 南あわじ市 住所 加古川市 

業種 建築資材卸売 業種 リサイクル品小売業 

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（満期一括償還） 

引受年月 2019年6月 引受年月 2019年7月 

寄贈先名 南あわじ市市民福祉部子育てゆめるん課 

賀集保育所 

寄贈先名 加古川市立尾上小学校 

寄贈内容 備品・図書 寄贈内容 学校備品・図書 

 

会社名 株式会社 エコリング  会社名 株式会社 キョウワ 

代表者 代表取締役 桑田 一成 代表者 代表取締役 森田 勝己 

住所 姫路市 住所 豊岡市 

業種 ブランド品等リサイクル販売 業種 木材、製材、新建材卸 

発行額 4億円 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 2019年5月 引受年月 2019年6月 

寄贈先名 姫路市立白鷺小中学校 寄贈先名 豊岡市立新田小学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 神戸綜合速記 株式会社  会社名 西播通運 株式会社 

代表者 代表取締役 藤岡 亮介 代表者 代表取締役 小西 毅 

住所 神戸市中央区 住所 相生市 

業種 情報サービス業 業種 道路運送業 

発行額 1億円 発行額 1億円 

期間 2年（満期一括償還） 期間 7年（定時定額償還） 

引受年月 2019年8月 引受年月 2019年9月 

寄贈先名 神戸市立多聞台小学校 寄贈先名 兵庫県立上郡高等学校 

寄贈内容 図書 寄贈内容 学校備品 

 

 

 

 

 



 

会社名 大発産業 株式会社  会社名 田中工業 株式会社 

代表者 代表取締役 神野 明久 代表者 取締役社長 田中 典和 

住所 大阪府東大阪市 住所 神戸市中央区 

業種住所 不動産分譲・賃貸 業種 電気通信工事 

発行額 1億円 発行額 5千万 

期間 5年（定時定額償還） 期間 5年（定時定額償還） 

引受年月 2019年6月 引受年月 2019年2月 

寄贈先名 近畿大学附属小学校 寄贈先名 学校法人頌栄保育学院 頌栄短期大学 

寄贈内容 図書 寄贈内容 学校備品・寄付金 

 

会社名 播州電業 株式会社  会社名 富士インキ工業 株式会社 

代表者 代表取締役 宗接 和人 代表者 代表取締役会長 伴 亨 

住所 姫路市 住所 伊丹市 

業種 電気設備工事業 業種 印刷インキ製造・販売 

発行額 5千万 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 2019年11月 引受年月 2019年10月 

寄贈先名 宍粟市立山崎小学校 寄贈先名 川西市立川西南中学校 

寄贈内容 学校備品 寄贈内容 学校備品 

 

会社名 プレテック 株式会社  会社名 豊和貿易 株式会社 

代表者 代表取締役 多田 修 代表者 代表取締役 蔡 金庭 

住所 神戸市東灘区 住所 大阪市北区 

業種 自動車用プレス部品製造 業種 食料品卸売 

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 3年（満期一括償還） 

引受年月 2019年8月 引受年月 2020年1月 

寄贈先名 兵庫県立芦屋特別支援学校 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 株式会社 ユニペック 

代表者 代表取締役 前川 智美 

住所 神戸市東灘区 

業種 配管メンテナンス業 

発行額 5千万円 

期間 3年（定時定額償還） 

引受年月 2019年5月 

寄贈先名 学校法人甲南学園 甲南高等学校・中学校 

寄贈内容 学校備品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）地域発展寄贈コース 

会社名 亜信国際貿易 有限会社 

代表者 代表取締役 李 雪瑩 

住所 三木市 

業種 再生資源卸売業 

発行額 5千万 

期間 3年（満期一括償還） 

引受年月 2019年9月 

寄贈先名 兵庫県 児童養護施設や里親の下で育つ

子ども応援プロジェクト 

寄贈内容 寄付金 

 

 

 

 


