
しっかり会社設立シート　　

住所

〒　　　　－

商号

本店

その他

 取締役の任期　□2年　□1年　□3年　□　　年　※株式譲渡制限規定を置いた会社は 長10年
 取締役の員数　　　　名以上（　　名以下）
 監査役の任期　□4年　□ 　年　※株式譲渡制限を置いた会社は 長10年。尚、4年未満不可。

※監査役を設置しない場合は記載不要

（　　　年　　月　　日生）

目的

設立時取締役
氏名

（複数可）

設立時
代表取締役
氏名・住所
（複数可）

設立希望日 　平成　　年　　月　　日

氏名　

取締役会設置
の有無

□　取締役会を設置する（取締役３名以上、監査役１名以上の設置要）
□　取締役会を設置しない（株式の譲渡制限規定が必要）

設立時監査役
氏名

監査役設置の
有無

□　監査役を設置する　→　□　権限を会計に限定（株式の譲渡制限規定が必要）
　　　　　　　　　　　　　□　会計に限定しない（業務監査権限を要する）
□　監査役を設置しない

記載例をご参照いただき、わかる範囲でご記入ください。

円
円 株 円

銀行 支店
株

 監査役の任期　□4年　□ 　年　※株式譲渡制限を置いた会社は 長10年。尚、4年未満不可。
 監査役の員数　　　　名以上（　　名以下）

発起人

住所
氏名

　　　　　　　　　　　　　　　   　（　　年　　月　　日生）

引 受 株 式 ：　　　　　 　株

払込（出資）額：　　　　　 　円

設立に際して出資される財産の価格 設立に際して発行する株式の数 １株あたりの払込額
成立後の資本金の額

※1/2までは資本準備金に計上可

会社印鑑作成
について

　□　自分で発注をします。
　□　当センターに一任します。　→　□　16,380円（上柘製）（税込。以下同）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　29,925円（黒水牛製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　43,470円（オランダ水牛製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　会社実印、銀行印、各印の三点セットです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　作成後、デザイン・形等のクレームは対応しかねま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すので、ご要望がある方はお手数ですがご自身での
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発注をお願い致します。

発行可能株式総数

住所
氏名

　　　　　　　　　　　　　　　   　（　　年　　月　　日生）

引 受 株 式 ：　　　　　 　株

払込（出資）額：　　　　　 　円

　月　　日　～　　月　　日
　□　官報
　□　その他（　　　　　　　　　　　）

事業年度 公告をする方法

備考 　

発起人

住所
氏名

　　　　　　　　　　　　　　　   　（　　年　　月　　日生）

引 受 株 式 ：　　　　　 　株

払込（出資）額：　　　　　 　円

払込取扱口座　※原則発起人の口座

（資本準備金の額　　　　　　　円）

発起人



住所

〒　123 － 4567

山田太郎 広島市中区八丁堀４番４号
（　S45 年　7月　26日生）

目的

設立時取締役
氏名

（複数可）

リサイクルショップ店の経営、タイ料理店の経営

氏名　

■　監査役を設置する　→　■　権限を会計に限定（株式の譲渡制限規定が必要）
　　　　　　　　　　　　　□　会計に限定しない（業務監査権限を要する）
□　監査役を設置しない

※監査役を設置しない場合は記載不要

取締役会設置
の有無

■　取締役会を設置する（取締役３名以上、監査役１名以上の設置要）
□　取締役会を設置しない（株式の譲渡制限規定が必要）

設立時監査役
氏名

その他

 取締役の任期　■2年　□1年　□3年　□　　年　※株式譲渡制限規定を置いた会社は 長10年
 取締役の員数　　１　名以上（　　名以下）
 監査役の任期　■4年　□　　年　※株式譲渡制限を置いた会社は 長10年。尚、4年未満不可。
 監査役の員数　　１　名以上（　　名以下）

監査役設置の
有無

（記載例）

設立時
代表取締役
氏名・住所
（複数可）

商号 広島株式会社

本店 広島市中区紙屋町２番８号　山田ビル１０３号

山田太郎、吉田五郎、田中次郎

設立希望日 　平成２３年１０月４日

広島花子

円
円 株 円

銀行  支店
株

住所
氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日生）

引 受 株 式 ：　　　　　 　株

払込（出資）額：　　　　　 　円

　■　官報
　□　その他（　　　　　　　　　　　）

事業年度 公告をする方法

設立に際して出資される財産の価格

（資本準備金の額　　　0　　　円）

払込（出資）額：　　　　　 　円

発起人

住所　広島市中区八丁堀４番４号
氏名
　　　山田太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　（S45年7月26日生）

引 受 株 式 ：　　100 　 　株

発起人

100 1万

役 員数 名以 （ 名以下）

100万

会社印鑑作成
について

　□　自分で発注をします。
　■　当センターに一任します。　→　■　16,380円（上柘製）（税込。以下同）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　29,925円（黒水牛製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　43,470円（オランダ水牛製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　会社実印、銀行印、各印の三点セットです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　作成後、デザイン・形等のクレームは対応しかねま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すので、ご要望がある方はお手数ですがご自身での
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発注をお願い致します。

払込（出資）額：　　100万  　円

発行可能株式総数

500

発起人

住所
氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日生）

引 受 株 式 ：　　　　　 　株

９月１日　～　８月３１日

備考 　

100万

広島 本店営業部

設立に際して発行する株式の数 １株あたりの払込額
成立後の資本金の額

※1/2までは資本準備金に計上可

払込取扱口座　※原則発起人の口座



【目的記載例】

不動産業
●不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理
●不動産鑑定業及び不動産に関するコンサルティング

飲食店関連
●飲食店業
●飲食店の経営、企画及び経営のコンサルティング
●タイ料理店の経営
●中華料理店、レストランの経営、料理教室の経営及び外国語教室の経営
●インターネットを利用できる喫茶室、飲食店の経営

食料品、飲料品等の販売
●食料品の卸、販売及び輸出入業
●食料品、乳製品、酒類、飲料品及び清涼飲料水の販売及び卸売並びに輸出入

農林水産業等
●農産物の生産・販売並びに輸出入
●林業及び木材製材の加工販売
●魚介類、水産物の養殖及び販売
●農産物、水産物、畜産物及びこれらの加工品の販売

保険代理店
●損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業、生命保険の
募集に関する業務及び締結の媒介に関する業務

経営コンサルティング業務・各種コンサルティング業務
●経営コンサルタント業

自動車整備、新車・中古車販売
●自動車整備事業
●中古自動車、中古自動二輪車、中古自転車、中古土木建設機械、中古農機
具の販売及び輸出入

リサイクルショップ・古物商
●リサイクルショップ店の経営
●古物商

※　下記は一例です。詳細は、当センター担当者と面談し、事業内容をお聞かせい
　ただいた上で決定致します。

※　許認可を要する事業（建設業、保険業等）を行う場合は、事前に、監督庁に目
　的の文言について確認をとっていただきますようお願い致します。



質屋
●質屋営業法による質屋業

旅行業・旅館業
●旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業
●国内、海外旅行を対象とした旅行企画、旅行手配などの旅行業法に基づく旅
行業者代理業

クリーニング業
●クリーニング業及びその商品の配送業

美容室の経営
●理美容院の経営
●ビューティサロン、エステティックサロンの経営

マッサージ・按摩・針灸業
●按摩、マッサージ、指圧、鍼、灸の施術所の経営
●出張マッサージ業
●リラクゼーションサロンの経営

ビルメンテナンス業・清掃業
●ビルメンテナンス業及びビルの管理業務に関するコンサルタント業務
●建築物の清掃及び保守、管理

警備業
●警備業法で定義される警備業

労働者派遣事業・請負
●労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業
●商品の仕分、梱包及び発送業務の請負業務
●人事・庶務・総務・法務に関する事務の代行、並びにそれらに関するコンサル
ティング

有料職業紹介
●職業安定法に基づく有料職業紹介事業

衣料品の販売
●衣料用繊維製品、羽毛、紳士服、婦人服、子供服、肌着、身の回り品の輸出
入並びに販売

化粧品、医薬品、健康食品、医療用機器の販売
●医薬品、医薬部外品、健康食品、衛生用品、化粧品の販売及び輸出入



釣具の製作、販売
●釣具、ヨット、サーフィン、潜水器材、キャンプ用品及びスポーツ用品の製造
及び販売

ダーツショップ・ダーツバー経営
●玩具及びダーツ用品類の輸出入及び販売
●ダーツバーの経営

物品販売（日常生活品）
●運動着、スポーツ用品及びスポーツ器具の販売業務
●衣料品、衣料雑貨品、日用雑貨品、アクセサリーの販売及び輸出入

大型機械・装置等販売（日常生活品以外）
●電線、ケーブル及び同付属品の製造及び販売並びに輸出入

物品加工・販売
●石材及び石材製品の輸出入、加工、販売、リース、据付工事業

イベント企画、派遣、運営業務
●各種イベント、展示会、キャンペーン等販売促進に関する行事の企画、立案、
会場設営、実施運営作業の請負業務

広告業
●広告代理業又は広告業

出版物・写真・画像等のデザイン、制作、編集、執筆
●コンピューターシステムによる映像及び画像の企画、製作並びに販売
●印刷物の企画、デザイン、編集、製作

貨物運送
●一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送
事業

自動車運送取扱業
●貨物利用運送事業法に基づく第一種利用運送事業及び第二種貨物利用運
送事業

倉庫業
●倉庫業及び倉庫管理業務

プラント設備、装置の設計、施工工事、販売
●機械装置その他各種プラントの設計、製作、施工、販売、修理及び保全管理



リフォーム・大工・内装工事・建築設計
●建築工事及び設備工事の設計、施工、監理、保守、請負並びに建築資材の
販売
●住宅の増改築、建替え及び住宅リフォーム

水道工事・ガス工事・配管工事
●上下水道工事業、ガス配管工事業
●水道配管工事、ガス配管工事等管工事の請負、設計、施工、監理

電気工事業
●電気工事、電気通信工事及び機械器具設置工事の設計、施工、工事監理並
びに請負

軌道整備
●列車軌道保線等に関する機械器具及び資材の販売並びに修繕
●軌道工事及びその設備工事の施工、監理並びに企画、設計、測量、コンサル
ティングの請負

土木工事
●土木建築工事の企画、設計、施工及び監理

塗装業
●塗装業並びに塗料・塗装用品の販売
●塗装工事の請負及び施工並びに工事監理


