
2021 年 9月 27 日 

私募債の取扱状況について 

株式会社百五銀行（頭取 伊藤 歳恭）は、下記のとおり、私募債（32件 2,480 百万円）を引受けいたしま

したので、お知らせいたします。 

今後も当行は、法人のお客さまの多様化する資金調達ニーズに、積極的にお応えしていきます。 

記 

【発行企業の概要（公表分）】 

発行企業 代表者 住所 業種 発行額 種類 

株式会社ホームネット 濱中 雄大 
東京都渋谷区本町三丁目 

12番 1号 

中古マンション 

リノベーション事業 
200百万円 一般私募債 

株式会社ジャストプラン 國田 恭輔 
名古屋市昭和区陶生町一丁目

10番地3 
各種商品卸売業 50百万円

百五 SDGs 私募債

（寄付型） 

株式会社山善 村上 慶太郎 
犬山市大字前原字前畑 

14番地 1 
一般土木建築工事業 50百万円

百五 SDGs 私募債

（寄付型） 

株式会社桂成金属 名木佐 桂一郎 岩倉市大地町上塚田26番地 銅第1次製錬・精製業 100百万円
百五 SDGs 私募債

（寄付型） 

株式会社中建サービス 山田 康志 あま市七宝町伊福猿学35番地 建設機械器具賃貸業 100百万円 一般私募債 

イワクラゴールデンホーム

株式会社 
村神 亮 

名古屋市港区新川町二丁目 

1番地 
住宅分譲業 100百万円 一般私募債 

富士ホイスト工業株式会社 平子 健 
弥富市東末広九丁目 

16番地の1 
クレーン製造業 50百万円 一般私募債 

有限会社  

プロフィットジャパン 
白水 努 

春日井市高山町二丁目 

24番地 1 
オートバイ部品小売業 50百万円

百五 SDGs 私募債

（寄付型） 

株式会社  

カツラヤマテクノロジー 
葛山 徹 

桑名市陽だまりの丘五丁目 

104番地 
研磨材製造業 100百万円 一般私募債 

株式会社竹中製作所 永井 洋 桑名市大字江場1657番地 
自動車部分品・附属品

製造業 
100百万円 一般私募債 

株式会社大久保商会 大久保 尚一 四日市市尾上町16番地3 その他の小売業 50百万円 一般私募債 

株式会社三エスゴム 坂田 裕昭 四日市市新正二丁目5番17号
自動車部分品・ 

附属品卸売業 
150百万円

百五 SDGs 私募債

（企業応援型）

株式会社アレン 堀木 俊毅 四日市市中部2番 2号 化粧品製造販売業 100百万円 一般私募債 

セントラルハイウェイ  

株式会社 
田染 雅弘 常滑市千代ヶ丘三丁目66番地

運輸に附帯する 

サービス業 
50百万円 一般私募債 



有限会社マルニ運送 津守 賢 四日市市富田二丁目14番17号道路貨物運送業 30百万円 一般私募債 

株式会社ウエノテック 上野 直人 鈴鹿市南玉垣町6507番地の2
金属素形材製品 

製造業 
100百万円 一般私募債 

豊國工業株式会社 井上 明彦 
大阪市天王寺区上本町六丁目 

3番 31-501 
金属製家具製造業 70百万円

百五 SDGs 私募債

（企業応援型）

株式会社ウメモト 梅本 敏 津市垂水75番地の4 不動産賃貸業 70百万円 一般私募債 

三重リコピー株式会社 松田 幸久 津市あのつ台四丁目6番地3 情報機械卸売業 50百万円
百五 SDGs 私募債

（企業応援型）

おぼろタオル株式会社 加藤 勘次 津市上浜町三丁目155番地 タオル製造業 100百万円
百五 SDGs 私募債

（企業応援型）

株式会社ダイギ 山田 信之 松阪市肥留町591番地 贈答品卸売業 100百万円 一般私募債 

北嶋建設株式会社 北嶋 和好 津市一身田大古曽847番地の1 総合工事業 50百万円 一般私募債 

平和製粉株式会社 樋口 宗明 
津市河芸町東千里字新界 

495番地1 
製粉業 100百万円

百五 SDGs 私募債

（寄付型） 

三重シンリョー設備  

株式会社 
別所 孝晃 津市雲出本郷町1805番地の25 管工事業 80百万円

百五 SDGs 私募債

（寄付型） 

株式会社  

ファミリーエクステリア 
石川 重義 津市河芸町中瀬273番地 

エクステリア 

設計施工業 
70百万円 一般私募債 

ＣＳＧコンサルタント  

株式会社 
安藤 澄代 伊勢市河崎一丁目5番61号 測量業 30百万円

百五 SDGs 私募債

（寄付型） 

以上

＊「百五 SDGs 私募債（寄付型）」は、寄付を通じて地域社会への貢献ニーズがある企業様が私募債を発行し、

当行が受領する手数料の一部を発行企業様が指定する教育機関、福祉機関、地方公共団体、公益法人等へ寄付

を行う商品です。 

＊なお、同私募債にかかる寄贈式の日程などの詳細は後日、ご案内いたします。 

＊「百五 SDGs 私募債（企業応援型）」は、SDGs 達成に向けた取組みを行っている企業様に対して取組み内容に

応じて私募債の基準発行利率の優遇を行います。 

＊上記以外の引受け分は、発行企業様の意向により、発行額などを公表しておりません。 



《資料》 

百五 SDGs 私募債（寄付型）について 

名称 百五 SDGs 私募債（寄付型） 

対象者 当行の私募債適債基準を満たし、寄付を通じて地域社会への貢献ニーズがある方 

発行条件 

保証形式 銀行保証付 信用保証協会保証付 

発行金額 50 百万円以上（10百万円単位） 30 百万円以上（10百万円単位）

償還方法 定時償還または期日一括償還 

償還期間 2 年～7年 

金利 固定金利 

寄贈者 百五銀行（寄付に関する手続きは、当行がすべて行います） 

寄贈先 発行企業様の指定する教育機関、福祉機関、地方公共団体、公益法人など 

寄贈品 書籍、備品など教育に関する物品（発行額の 0.1％～0.2％相当額となります） 

寄贈について 
・発行企業様や教育機関などからのご要望に応じて、贈呈式を行います。 

・当行からの寄贈であり、発行企業様の寄付金控除対象などには該当しません。 

スキーム図 

※ 審査の結果、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

当行

私募債引受

私募債引受手数料等書籍や備品などを寄贈

お客さま教育機関など

お客さまが指定する教育機関、福祉機関、地方公共団体、公益法人など


