
 

2021年 3月 25日 

各 位  

株式会社 鳥取銀行 

 

私募債の受託について 

 

 株式会社 鳥取銀行（頭取 平井 耕司）では、下記の通り「とりぎん SDGs私募債ふるさと

未来応援債」ならびに鳥取銀行保証付私募債、鳥取銀行・鳥取県信用保証協会共同保証付私

募債を受託いたしましたのでお知らせします。 

 「とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債」は、私募債発行企業の指定にもとづいて、

私募債発行額の0.2％相当額を SDGsに取組む非営利団体等に私募債発行企業と連名で寄付を

行うもので、私募債の引受を通じたお取引先の円滑な資金調達と持続可能な地域づくりを 

後押しします。 

 当行は、今後もお取引先の円滑な資金調達と地方創生の取組みを積極的に支援してまいり

ます。 
 

記 

 

 

発行会社 私募債名称 

株式会社 エナテクス 「とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債」 

久大建材 株式会社 「とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債」 

株式会社 小池塗料店 「とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債」 

合同会社 ローディーネット 「とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債」 

株式会社 丸三 「とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債」 

株式会社 ＣＴＲ 「とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債」 

鳥取コスモサイエンス 株式会社 鳥取銀行保証付私募債 

株式会社 ＴＢＭ 鳥取銀行・鳥取県信用保証協会共同保証付私募債 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜「とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債」発行企業および受託の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行会社 株式会社 エナテクス 代表取締役社長 福井 利明 

発行条件 

（種    別）とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債 

（発行金額）100百万円 

（資金使途）運転資金 

（期    間）5年債（期日一括償還） 

（発 行 日）2021年 3月 25日 

受託・引受条件 当行の総額引受 

発行会社の概要 

（本   社）鳥取県倉吉市清谷町 2丁目 73番地 

（資 本 金）20百万円    （従 業 員） 30名 

（営業概要）電気・通信工事業 

（特  徴）太陽光発電事業、一般電気工事、遠隔監視事業、情報   

伝達事業を中心に事業を展開し、地域に安心と安全を 

提供する。誰もが幸せに暮らせる社会を目指し、SDGsの

活動にも積極的に取り組んでいる。 

発行会社 久大建材 株式会社  代表取締役 霜村 芳照 

発行条件 

（種    別）とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債 

（発行金額）50百万円 

（資金使途）運転資金 

（期    間）5年債（期日一括償還） 

（発 行 日）2021年 3月 25日 

受託・引受条件 当行の総額引受 

発行会社の概要 

（本   社）鳥取県鳥取市叶 110番地 1 

（資 本 金）24百万円    （従 業 員） 162名 

（営業概要）建材販売・内外装工事・通所介護 

（特  徴）1983年創業。建材卸・建築部門の老舗業者として基盤を

確立しているほか、2006 年に介護事業に参入。地元の 

素材を使用した家づくりのノウハウを活かし、介護  

リフォーム、福祉用具のレンタル・販売なども手がける。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行会社 株式会社 小池塗料店 代表取締役 小池 誠 

発行条件 

（種    別）とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債 

（発行金額）30百万円 

（資金使途）運転資金 

（期    間）5年債（期日一括償還） 

（発 行 日）2021年 3月 25日 

受託・引受条件 当行の総額引受 

発行会社の概要 

（本   社）鳥取県鳥取市安長 449-5 

（資 本 金）10百万円    （従 業 員） 10名 

（営業概要）塗料卸売・販売業 

（特  徴）鳥取県東中部にて建設工事や車両板金に用いる塗料の 

販売を行う。創業以来 50年にわたって培った経験と知識

を活かし、塗料のトータルアドバイザーとしてきめ細や

かなサービスを手掛ける。 

発行会社 合同会社 ローディーネット 代表社員 津村 佳英 

発行条件 

（種    別）とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債 

（発行金額）30百万円 

（資金使途）運転資金 

（期    間）3年債（期日一括償還） 

（発 行 日）2021年 3月 25日 

受託・引受条件 当行の総額引受 

発行会社の概要 

（本   社）鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 675番地 5 

（資 本 金）3百万円    （従 業 員） 7名 

（営業概要）ソフトウェア業 

（特  徴）IoT、VR/AR など最新の IT 技術を使ったシステム開発や

WEB サイト作成、ドローン空撮の映像を使用したプロモ

ーション事業などを行う。昨年より WEB サービス開発 

にも注力し、海外との取引も行う。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行会社 株式会社 丸三 代表取締役会長 白神 文樹 

発行条件 

（種    別）とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債 

（発行金額）100百万円 

（資金使途）運転資金 

（期    間）5年債（期日一括償還） 

（発 行 日）2021年 3月 25日 

受託・引受条件 当行の総額引受 

発行会社の概要 

（本   社）島根県出雲市渡橋町 706番地 1 

（資 本 金）50百万円    （従 業 員） 450名 

（営業概要）娯楽業、飲食店運営 

（特  徴）1982年の設立以来、『豊かな余暇の提案による地域社会

に貢献する企業』を経営理念とし、島根、鳥取県を中心

に遊技場、飲食店等の幅広いサービスを展開している。 

発行会社 株式会社 ＣＴＲ 代表取締役社長 村上 博文 

発行条件 

（種    別）とりぎん SDGs私募債 ふるさと未来応援債 

（発行金額）50百万円 

（資金使途）運転資金 

（期    間）5年債（期日一括償還） 

（発 行 日）2021年 3月 25日 

受託・引受条件 当行の総額引受 

発行会社の概要 

（本   社）岡山県津山市小原 200番地 29 

（資 本 金）8百万円    （従 業 員） 374名 

（営業概要）ハンバーガーレストランの経営 

（特  徴）日本マクドナルドのフランチャイジー。岡山県北・鳥取

県西部で 9 店舗を展開。企業理念として「従業員の未来

に寄り添う企業」「地域経済発展への貢献」「マクドナ

ルドのブランドリーダーを目指す」を掲げる。 



 

＜鳥取銀行保証付私募債発行企業および受託の概要＞ 

 

 

 

＜鳥取銀行・鳥取県信用保証協会共同保証付私募債発行企業および受託の概要＞ 

 

以 上  

発行会社 鳥取コスモサイエンス 株式会社 代表取締役 鞆田 隆雄 

発行条件 

（種    別）鳥取銀行保証付無担保社債 

（発行金額）200百万円 

（資金使途）運転資金 

（期    間）5年債（期日一括償還） 

（発 行 日）2021年 3月 25日 

受託・引受条件 当行の総額引受 

発行会社の概要 

（本   社）鳥取県鳥取市南吉方 2丁目 26 

（資 本 金）30百万円    （従 業 員） 50名 

（営業概要）通信機器等の技術開発・設計 

（特  徴）鳥取スター電機グループの研究開発・設計を担当。研究

者の高い技術力と最新のコンピュータシステム環境に 

より、新しい製品を市場に送り出している。 

発行会社 株式会社 ＴＢＭ 代表取締役 高本 茂雄 

発行条件 

（種    別）鳥取銀行・鳥取県信用保証協会共同保証付無担保社債 

（発行金額）200百万円 

（資金使途）運転資金 

（期    間）5年債（期日一括償還） 

（発 行 日）2021年 3月 25日 

受託・引受条件 当行の総額引受 

発行会社の概要 

（本   社）東京都江東区辰巳 3丁目 7番 26号 

（資 本 金）10百万円（資本準備金含む） （従 業 員） 17名 

（営業概要）不動産賃貸業 

（特  徴）米子・松江をはじめ全国に不動産賃貸業を展開。近年は

太陽光発電の導入など再生エネルギー事業に参入し、 

ＥＳＧ・環境問題への取組みを通じて地域と社会への 

貢献を図っている。 

≪ 本件に関するお問い合せ先 ≫ 

法人コンサルティング部（高島）・経営統括部（髙橋） 

TEL 0857-37-0274・0260 

 


